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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　符号化されたビデオデータ及び符号化されたオーディオデータを含むデータである実デ
ータと、前記実データの再生処理に用いる参照データと、を記録媒体に記録させる記録制
御手段を備え、
　前記参照データは、所定のデータ構造を単位とした階層構造のデータであって、対応す
る実データの再生処理に要するトラックデータを１または複数含み、
　前記１または複数のトラックデータのそれぞれに対応する属性データは、前記記録媒体
に記録され、前記属性データには、前記それぞれのトラックデータが対応する実データの
再生用途を表すデータが記憶される記録装置。
【請求項２】
　前記属性データは、前記参照データの上位階層に記録されており、
　前記再生用途を表すデータは、前記属性データに含まれる属性テーブルに記録される請
求項１に記載の記録装置
【請求項３】
　前記属性テーブルには、前記属性データが対応するトラックデータのＩＤが記録されて
いる請求項２に記載の記録装置。
【請求項４】
　前記属性テーブルには、前記属性データに記録された情報を利用できるかを表すデータ
が記録されている請求項２に記載の記録装置。
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【請求項５】
　前記属性テーブルには、前記属性データが対応するトラックデータの種別を示す情報が
入っている請求項２に記載の記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、記録媒体にデータを記録する記録装置に関し、特に、記録媒体からのデータ読
み出し時間、ドライブのシーク時間、連続再生時間および連続記録長を記録する記録装置
に関する。本発明は、さらに、記録媒体に記録された複数のデータ間の関係を記録する記
録装置に関する。そして、本発明は、このような情報を記録した記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
動画は、静止画を時系列順に再生した集合として捉えられるため、動画を記録・再生する
動画記録再生装置は、一連の静止画データを時系列的に記録・再生することが求められる
。そのため、静止画データ間の時間関係を管理するファイルが必要である。
【０００３】
動画記録再生装置は、光ディスクなどのランダムアクセス可能な記録媒体にデータを記録
する場合、通常、データを記録媒体上に一定の纏まりをもって分散して記録する。また、
動画を再生する場合に、動画記録再生装置は、再生すべきデータの記録媒体上における位
置をこの管理ファイルに基づいて特定し、光ピックアップなどの読み取り部を当該位置ま
で移動し、一定の纏まりのデータを読み込み、そして、読み込んだデータを管理ファイル
に基づいて再生する。
【０００４】
一方、このような、時系列的に変化する一連のデータ（Movie、ムービーと呼ぶ）を扱う
ためのソフトウェアとして、例えば、クイックタイム（QuickTime、以下、「ＱＴ」と略
記する）やビデオ・フォ・ウインドウズ（Video for Windows）などがある。
【０００５】
ＱＴは、各種データを時間軸に沿って管理するソフトウェアであり、特殊なハードウェア
を用いずに動画や音声やテキストなどを同期して再生するためのＯＳ拡張機能である。ア
プリケーションは、ＱＴを利用することにより、データタイプやデータフォーマット、圧
縮形式、ハードウェア構成にとらわれることなく、マルチメディアデータを扱うことがで
き、さらに、ＱＴ自身が拡張容易な構造となっている。これらのため、ＱＴは、広く利用
されており、例えば、「INSIDE　MACINTOSH :QuickTime（日本語版）（アジソンウエスレ
ス）」などに開示されている。以下、このＱＴについて概説する。
【０００６】
ＱＴムービーリソースの基本的なデータユニットは、アトム（atom）と呼ばれ、各アトム
は、そのデータとともに、サイズ及びタイプ情報を含んでいる。また、ＱＴでは、データ
の最小単位がサンプルとして扱われ、サンプルの集合としてチャンクが定義される。
【０００７】
図２６は、QuickTimeムービー・ファイルの一構成例を示す図である。
【０００８】
図２７は、ビデオ・メディア情報アトムの一構成例を示す図である。図２７は、図２６に
おけるビデオ・メディア情報アトムをより詳細に示した図となっており、トラックがビデ
オ情報の場合について示している。
【０００９】
図２６および図２７において、QuickTimeムービー・ファイルは、大きく２つの部分、ム
ービー・アトム（movie atom）５０１及びメディア・データ・アトム（media data atom
）５０２から構成される。ムービー・アトム５０１は、そのファイルを再生するために必
要な情報や実データを参照するために必要な情報を格納する部分である。メディア・デー
タ・アトム５０２は、ビデオやオーディオなどの実データを格納する部分である。
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【００１０】
ムービー・アトム５０１は、サイズ、「moov」とされるタイプ、ムービー・ヘッダ・アト
ム（movie header atom）５１１、ムービー・クリッピング・アトム（movie clipping at
om）５１２、ユーザ定義データ・アトム５１３および１または複数のトラック・アトム（
track atom）５１４を含む。
【００１１】
ムービー・ヘッダ・アトム５１１は、タイプが「mvhd」とされ、タイム・スケールや長さ
などのムービー全体に関する情報が含まれる。
【００１２】
ムービー・クリッピング・アトム５１２は、タイプが「clip」とされ、クリッピング領域
アトム５２１を含む。ムービー・クリッピング・アトム５１２は、ムービーおよびトラッ
クに対するクリッピング領域を指定し、クリッピングデータは、クリッピング領域アトム
５２１で指定される。クリッピング領域アトム５２１のタイプは、「crgn」とされる。
【００１３】
ユーザ定義データ・アトム５１３は、タイプが「udat」とされ、ムービー・ユーザ・デー
タ・アトム５２２を含み、データを保存することができる。
【００１４】
トラック・アトム５１４は、ムービー内の１つのトラックごとに用意され、サイズ、「tr
ak」とされるタイプ、トラック・ヘッダ・アトム（track header atom）５３１、トラッ
ク・クリッピング・アトム（track clipping atom）５３２、トラック・マット・アトム
（track matte atom）５３３、エデット・アトム（edit atom）５３４およびメディア・
アトム（media atom）５３５を含む。トラック・アトム５１４は、メディア・データ・ア
トム５０２の個々のデータに関する情報をこれらアトム５３１～５３５に記述する。図２
６では、１つのビデオムービーのトラック・アトム５１４-1が示され、他のトラック・ア
トムは、省略されている。
【００１５】
トラック・ヘッダ・アトム５３１は、タイプが「tkhd」とされ、時間情報、空間情報、音
量情報などが記述され、ムービー内におけるトラックの特性を規定する。
【００１６】
トラック・クリッピング・アトム５３２は、タイプが「clip」とされ、クリッピング領域
アトム５４１を含む。トラック・クリッピング・アトム５３２は、上述のムービー・クリ
ッピング・アトム５１２と同様な働きをする。
【００１７】
トラック・マット・アトム５３３は、タイプが「matt」とされ、圧縮マット・アトム５４
２を含む。トラック・マット・アトム５３３は、トラックに対するマットを指定する。圧
縮マット・アトム５４２は、タイプが「kmat」とされ、イメージ・ディスクリプション構
造体を指定する。
【００１８】
エディット・アトム５３４は、タイプが「edts」とされ、エディット・リスト・アトム（
edit list atom）５４３を含む。エディット・アトム５３４は、エディット・リスト・ア
トム５４３によって、ムービーの１トラックを構成するメディアの部分を定義する。エデ
ィット・リスト・アトム５４３は、タイプが「elst」とされ、トラック長さとメディア時
間とメディア速度とからなるエディット・リスト・テーブルによって、トラックの時間か
らメディアの時間へ、そして最終的にはメディアデータへのマッピングをＱＴに指定する
。
【００１９】
メディア・アトム５３５は、ムービー・トラックのデータが記述される。メディア・アト
ム５３５は、メディアデータを解釈するコンポーネントを規定する情報も記述され、その
メディアのデータ情報も規定する。メディア・アトム５３５は、サイズ、「mdia」とされ
るタイプ、メディア・ヘッダ・アトム（media header atom）５４４、メディア情報アト
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ム（media information atom）（図２６および図２７では、ビデオ・メディア情報アトム
５４５）及びメディア・ハンドラ・リファレンス・アトム（media handler reference at
om）５４６を含む。
【００２０】
メディア・ヘッダ・アトム５４４は、タイプが「mdhd」とされ、メディアのタイム・スケ
ールを表す時間値およびメディアの長さを表す時間値を含み、メディアの特性を規定する
。
【００２１】
メディア・ハンドラ・リファレンス・アトム５４６は、メディア全体にかかる情報が記述
され、ムービー・トラックに対応する保存場所としてのメディアの特性が規定される。メ
ディア・ハンドラ・リファレンス・アトム５４６は、タイプが「mhlr」とされ、メディア
に格納されているデータを解釈すべきコンポーネントを指定する。このコンポーネントは
、メディア・ハンドラによって呼び出される。
【００２２】
メディア情報アトム５４５は、トラックを構成するメディアデータ用のハンドラ固有の情
報を保存する。メディア・ハンドラは、この情報を使用して、メディア時間からメディア
データへのマッピングを行う。メディア情報アトム５４５は、タイプが「minf」とされ、
データ・ハンドラ・リファレンス・アトム（data handler reference atom）５６１、メ
ディア情報ヘッダ・アトム（media information header atom）、データ情報アトム（dat
a information atom）５６３およびサンプル・テーブル・アトム（sample table atom）
５６４を含む。
【００２３】
メディア情報ヘッダ・アトム（図２７では、ビデオ・メディア情報ヘッダ・アトム５６２
）は、メディアにかかる情報が記述される。データ・ハンドラ・リファレンス・アトム５
６１は、タイプが「hdlr」とされ、メディアデータの取り扱いにかかる情報が記述され、
メディアデータへのアクセス手段を提供するデータ・ハンドラ・コンポーネントを指定す
るための情報が含まれる。
【００２４】
データ情報アトム５６３は、タイプが「dinf」とされ、データ・リファレンス・アトム（
data reference atom）５７１を含み、データについての情報が記述される。
【００２５】
サンプル・テーブル・アトム５６４は、タイプが「stbl」とされ、メディア時間を、サン
プル位置を指すサンプル番号に変換するために必要な情報を含む。サンプル・テーブル・
アトム５６４は、サンプル・サイズ・アトム（sample size atom）５７２、時間サンプル
・アトム（time-to-sample atom）５７３、同期サンプル・アトム（sync sample atom）
５７４、サンプル・ディスクリプション・アトム（sample description atom）５７５、
サンプル・チャンク・アトム（sample-to-chunk atom）５７６およびチャンク・オフセッ
ト・アトム（chunk offset atom）５７７で構成される場合である。
【００２６】
サンプル・サイズ・アトム５７２は、タイプが「stsz」とされ、サンプルの大きさが記述
される。時間サンプル・アトム５７３は、タイプが「stts」とされ、何秒分のデータが記
録されているか？という、サンプルと時間軸との関係が記述される。同期サンプル・アト
ム５７４は、同期にかかる情報が記述され、メディア内のキーフレームが指定される。キ
ーフレームは、先行するフレームに依存しない自己内包型のフレームである。同期サンプ
ル・アトム５７４のタイプは、「stss」とされる。サンプル・ディスクリプション・アト
ム５７５は、タイプが「stsd」とされ、メディア内のサンプルをデコード（decode）する
ために必要な情報が保存される。メディアは、当該メディア内で使用される圧縮タイプの
種類に応じて、１つ又は複数のサンプル・ディスクリプション・アトムを持つことができ
る。サンプル・チャンク・アトム５７６は、サンプル・ディスクリプション・アトム５７
５内のテーブルを参照することで、メディア内の各サンプルに対応するサンプル・ディス
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クリプションを識別する。サンプル・チャンク・アトム５７６は、タイプが「stsc」とさ
れ、サンプルとチャンクとの関係が記述され、先頭チャンク、チャンク当たりのサンプル
数及びサンプル・ディスクリプションＩＤ（sample description-ID）の情報を基に、メ
ディア内におけるサンプル位置が識別される。チャンク・オフセット・アトム５７７は、
タイプが「stco」とされ、ムービー・データ内でのチャンクの開始ビット位置が記述され
、データストリーム内の各チャンクの位置が規定される。
【００２７】
また、メディア・データ・アトム５０２には、図２６では、例えば、所定の圧縮符号化方
式によって符号化されたオーディオ・データ、および、所定の圧縮符号化方式によって符
号化された画像データがそれぞれ所定数のサンプルから成るチャンクを単位として格納さ
れる。なお、データは、必ずしも圧縮符号化する必要はなく、リニアデータを格納するこ
ともできる。そして、例えば、テキストやＭＩＤＩなどを扱う場合には、メディア・デー
タ・アトム５０２にテキストやＭＩＤＩなどの実データが含くまれ、これに対応して、ム
ービー・アトム５０１にテキスト・トラックやＭＩＤＩトラックなどが含まれる。
【００２８】
ムービー・アトム５０１における各トラックと、メディア・データ・アトム５０２に格納
されているデータとは、対応付けられている。
【００２９】
このような階層構造において、ＱＴは、メディア・データ・アトム５０２内のデータを再
生する場合に、最上位階層のムービー・アトム５０１から順次に階層を辿り、サンプル・
テーブル・アトム５６４内の最下位階層である各アトム５７２～５７８を基に、サンプル
・テーブルをメモリに展開して、各データ間の関係を識別する。
【００３０】
また、ＱＴは、データ間の関係を示す機能として、ムービーの所定の時間箇所にテキスト
データを表示させるチャプター（chapter）機能がある。
【００３１】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、ＱＴのような、管理ファイルのデータ構造が階層的になっており、さらに、各
データごとに当該データについての情報を下層に分散して記述している場合には、動画記
録再生装置は、データ間の関係を判断するために、階層の下層まで辿り、かつ、分散して
いる各情報を収集する必要がある。
【００３２】
また、一連の時系列データは、一定の纏まりをもって記録媒体上に記録されることを前提
としているため、纏まりの大きさが変更される場合にこれに対応する必要がある。
【００３３】
そして、一連の時系列データを編集する場合に、連続再生可能とするために、データ読み
込み時間、シーク時間および読み込んだデータの再生時間を必要とする。
【００３４】
さらに、上述した、データ間の関係を示すチャプター機能があるが、この機能は、ムービ
ーにおける所定の時間箇所にチャプターを対応させるという特定の処理を行う機能であり
、柔軟にデータ間の関係を示すことができない。このため、例えば、ビデオデータＸに時
間的に対応するオーディオ・データＡとオーディオ・データＢがある場合に、ビデオデー
タＸにオーディオ・データＡを対応させて再生したり、ビデオデータＸにオーディオ・デ
ータＢを対応させたりということを適宜に変更をするということができない。
【００３５】
そこで、本発明は、上述の必要性に対応することができる、記録装置および記録媒体を提
供することを目的とする。
【００３６】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の手段では、符号化されたビデオデータ及び符号化されたオーディオデー
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タを含むデータである実データと、前記実データの再生処理に用いる参照データと、を記
録媒体に記録させる記録制御手段を備え、前記参照データは、所定のデータ構造を単位と
した階層構造のデータであって、対応する実データの再生処理に要するトラックデータを
１または複数含み、前記１または複数のトラックデータのそれぞれに対応する属性データ
は、前記記録媒体に記録され、前記属性データには、前記それぞれのトラックデータが対
応する実データの再生用途を表すデータが記憶されることで構成される。
【００３７】
　第１の手段において、前記属性データは、前記参照データの上位階層に記録されており
、前記再生用途を表すデータは、前記属性データに含まれる属性テーブルに記録される。
【００３８】
　そして、第１の手段において、前記属性テーブルには、前記属性データが対応するトラ
ックデータのＩＤが記録されている。
【００３９】
　また、第１の手段において、前記属性テーブルには、前記属性データに記録された情報
を利用できるかを表すデータが記録されている。
【００４０】
　そして、第１の手段において、前記属性テーブルには、前記属性データが対応するトラ
ックデータの種別を示す情報が入っている。
【００４６】
このような記録装置および記録媒体では、連続記録長に記録されるデータの情報が纏めて
記録されるので、記録装置は、データ間の関係を容易に把握することができる。特に、階
層的なファイル構造である場合に、このような情報をより上位の階層に記述することによ
り、迅速にデータ間の関係を把握することができる。
【００４７】
また、連続記録長に記録される第２のデータ単位に対し、第１のデータ単位のデータ種別
、複数の第１のデータ単位の記録順序、データ種別ごとに第１のデータ単位の連続個数、
データ種別ごとに連続した第１のデータ単位が繰り返す回数、および、先頭の第１のデー
タ単位を識別する情報など、各種情報が記録されるので、一纏まりの大きさが変更される
場合に対応でき、データ記録後に連続再生可能な編集を行うことができる。
【００５２】
このような記録装置および記録媒体では、第１のデータ単位の並び順を複数の階層からな
る管理情報で管理するので、柔軟に第１のデータ単位の並び順を記述することができる。
【００５３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。なお、各図において、同一の
構成については、その説明を省略することがある。
【００５４】
（第１の実施形態）
第１の実施形態は、ビデオ信号およびオーディオ信号を所定の圧縮伸張方式により符号化
し、一連の時系列実データを管理するアプリケーションが扱える形式で符号化された実デ
ータを管理し、実データと管理データとを所定のフォーマットで記録媒体に記録する。ま
た、本発明は、記録された実データを管理データを参照しながら逆に処理することによっ
てビデオ信号およびオーディオ信号を再生するものである。第１の実施形態における１つ
の特徴は、QuickTimeムービー・ファイルに、記憶媒体の読み出しレート、連続記録長、
および、記録媒体のドライブのシークタイム（あるトラックから異なるトラックに移動し
て再生するまでの時間）を記述するファイルを備えることである。
【００５５】
そして、第１の実施形態は、例えば、所定の圧縮伸張方式にエムペグ（Moving Picture C
oding Experts group、以下、「ＭＰＥＧ」と略記する）を利用し、アプリケーションに
ＱＴを利用し、フォーマットにＵＤＦ（Universal Disk Format Specification）を利用
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する。
【００５６】
ＭＰＥＧは、基本的に離散コサイン変換（ＤＣＴ）、動き補償フレーム間予測および可変
長符号化を用いて圧縮伸張を行い、そして、ランダムアクセスを容易にするために、Ｉピ
クチャ（intra-coded picture）とＰピクチャ（predictive-coded picture）とＢピクチ
ャ（bidirectionally predictive-coded picture）とを組み合わせたＧＯＰ（Group Of P
ictures）構造となっている。
【００５７】
ＵＤＦは、高密度光ディスクに関する規格である。ＵＤＦは、階層的なファイルシステム
であり、ルートディレクトリに格納された情報からサブディレクトリが参照され、サブデ
ィレクトリに格納された情報から、更に別のサブディレクトリや実体的なファイルが参照
される。
【００５８】
次に、記録再生装置の構成について説明する。
図１は、ディジタル記録再生装置の構成を示すブロック図である。
図２は、ビデオ符号器の構成を示すブロック図である。
図３は、ビデオ復号器の構成を示すブロック図である。
【００５９】
図１ないし図３において、ディジタル記録再生装置は、ビデオ符号器１１、オーディオ符
号器１２、ビデオ復号器１３、オーディオ復号器１４、ファイル生成器１５、ファイル復
号器１６、メモリ１７、２０、メモリコントローラ１８、システム制御マイコン１９、エ
ラー訂正符号／復号器２１、ドライブ制御マイコン２２、データ変復調器２３、磁界変調
ドライバ２４、操作部２６、サーボ回路３０、モータ３１、磁界ヘッド３２およよ光ピッ
クアップ３３を備えて構成される。
【００６０】
ビデオ信号は、ビデオ入力端子からビデオ符号器１１に供給され、圧縮符号化される。オ
ーディオ信号は、オーディオ入力端子からオーディオ符号器１２に供給され、圧縮符号化
される。ビデオ符号器１１およびオーディオ符号器１２の各出力がエレメンタリストーム
と呼ばれる。
【００６１】
第１の実施形態において、ディジタル記録再生装置は、カメラ一体型ディジタル記録再生
装置に備えられているものとする。ビデオ信号は、ビデオカメラで撮影された画像が供給
され、ビデオカメラは、光学系によって被写体の撮像光がCCD(Charge Coupled Device)な
どの撮像素子に供給されることによってビデオ信号を生成する。オーディオ信号は、マイ
クロフォンで集音された音声が供給される。
【００６２】
ビデオ符号器１１は、例えば、圧縮符号化がＭＰＥＧの場合には、図２に示すように、ア
ナログ／ディジタル変換器（以下、「Ａ／Ｄ」と略記する。）５１、フォーマット変換部
５２、画像並替部５３、減算器５４、ＤＣＴ部５５、量子化部５６、可変長符号化部５７
、バッファメモリ５８、レート制御部、逆量子化部６０、逆ＤＣＴ部６１、加算部６２、
ビデオメモリ６３、動き補償予測部６４およびスイッチ６５の各電子回路を備えて構成さ
れる。
【００６３】
ビデオ符号器１１に供給されたビデオ信号は、Ａ／Ｄ５１でディジタル化された後に、フ
ォーマット変換部５２で符号化で用いる空間解像度に変換され、画像並替部５３に出力さ
れる。画像並替部５３は、ピクチャの順序を符号化処理に適した順に並び替える。すなわ
ち、ＩピクチャおよびＰピクチャを先に符号化し、その後、Ｂピクチャを符号化するのに
適した順に並び替える。
【００６４】
画面並替部５３の出力は、減算部５４を介してＤＣＴ部５５に入力され、ＤＣＴ符号化が
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行われる。ＤＣＴ部の出力は、量子化部５６に入力され、所定のビット数で量子化される
。量子化部５６の出力は、可変長符号化部５７および逆量子化部６０に入力される。可変
長符号化部５７は、出現頻度がより高いデータにより短いコードを割り当てる可変長符号
、例えば、ハフマン符号で符号化され、符号化データは、メモリのバッファメモリ５８に
出力される。バッファメモリ５８は、一定レートで符号化データをビデオ符号器１１の出
力として出力する。また、レート制御部５９は、可変長符号化部５７で発生する符号量が
可変であるため、バッファメモリ５８を監視することによって所定のビットレートを保つ
ように、量子化部５６の量子化動作を制御する。
【００６５】
一方、ＩピクチャおよびＰピクチャの場合は、動き補償予測部６４で参照画面として使用
されるため、量子化部５６から逆量子化部６０に入力された信号は、逆量子化された後に
逆ＤＣＴ部６１に入力され、逆ＤＣＴが行われる。逆ＤＣＴ部６１の出力は、加算部６２
で動き補償予測部６４の出力と加算され、ビデオメモリ６３に入力される。ビデオメモリ
６３の出力は、動き補償予測部６４に入力される。動き補償予測部６４は、前方向予測、
後方向予測および両方向予測を行い、加算部６２および減算部５４に出力する。これら逆
量子化部６０、逆ＤＣＴ部６１、加算部６２、ビデオメモリ６３および動き補償予測部６
４は、ローカル復号部を構成し、ビデオ復号器１３と同一のビデオ信号が復元される。
【００６６】
減算部５４は、画像並替部５３の出力と動き補償予測部６４の出力との間で減算を行い、
ビデオ信号とローカル復号部で復号された復号ビデオ信号との間の予測誤差を形成する。
フレーム内符号化（Ｉピクチャ）の場合では、スイッチ６５により、減算部５４は、減算
処理を行わず、単にデータが通過する。
【００６７】
図１に戻って、オーディオ符号器１２は、例えば、ＭＰＥＧ／Ａｕｄｉｏレイヤ１／レイ
ヤ２の場合では、サブバンド符号化部および適応量子化ビット割り当て部などの各電子回
路を備えて構成される。オーディオ信号は、サブバンド符号化部で３２帯域のサブバンド
信号に分割され、適応量子化ビット割り当て部で心理聴覚重み付けに従って量子化され、
ビットストリームに形成された後に出力される。
【００６８】
なお、符号化品質を向上させるために、ＭＰＥＧ／Ａｕｄｉｏレイヤ３の場合では、さら
に、適応ブロック長変形離散コサイン変換部、折り返し歪み削減バタフライ部、非線形量
子化部および可変長符号化部などが導入される。
【００６９】
ビデオ符号器１１の出力およびオーディオ符号器１２の出力がファイル生成器１５に供給
される。ファイル生成器１５は、特定のハードウェア構成を使用することなく動画、音声
およびテキストなどを同期して再生することができるコンピュータソフトウェアにより扱
うことができるファイル構造を持つように、ビデオエレメンタリストリームおよびオーデ
ィオエレメンタリストームのデータ構造を変換する。このようなソフトウェアは、例えば
、前述のＱＴである。そして、ファイル生成器１５は、符号化ビデオデータと符号化オー
ディオ・データとを多重化する。ファイル生成器１５は、システム制御マイコン１９によ
って制御される。
【００７０】
ファイル生成器１５の出力であるQuickTimeムービー・ファイルは、メモリコントローラ
１８を介してメモリ１７に順次に書き込まれる。メモリコントローラ１８は、システム制
御マイコン１９から記録媒体４０へのデータ書き込みが要求されると、メモリ１７からQu
ickTimeムービー・ファイルを読み出す。
【００７１】
ここで、QuickTimeムービー符号化の転送レートは、記録媒体４０への書き込みデータの
転送レートより低い転送レート、例えば、１／２に設定される。よって、QuickTimeムー
ビー・ファイルが連続的にメモリ１７に書き込まれるのに対し、メモリ１７からのQuickT
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imeムービー・ファイルの読み出しは、メモリ１７がオーバーフローまたはアンダーフロ
ーしないように、システム制御マイコン１９によって監視されながら間欠的に行われる。
【００７２】
メモリ１７から読み出されたQuickTimeムービー・ファイルは、メモリコントローラ１８
からエラー訂正符号／復号器２１に供給される。エラー訂正符号／復号器２１は、このQu
ickTimeムービー・ファイルを一旦メモリ２０に書き込み、インターリーブ（interleaved
）およびエラー訂正符号の冗長データの生成を行う。エラー訂正符号／復号器２１は、冗
長データが付加されたデータをメモリ２０から読み出し、これをデータ変復調器２３に供
給する。
【００７３】
データ変復調器２３は、デジタルデータを記録媒体４０に記録する際に、再生時のクロッ
ク抽出を容易とし、符号間干渉などの問題が生じないように、データを変調する。例えば
、（１，７）ＲＬＬ（run length limited）符号やトレリス符号などを利用することがで
きる。
【００７４】
データ変復調器２３の出力は、磁界変調ドライバ２４および光ピックアップ３３に供給さ
れる。磁界変調ドライバ２４は、入力信号に応じて、磁界ヘッド３２を駆動して記録媒体
４０に磁界を印加する。光ピックアップ３３は、入力信号に応じて記録用のレーザビーム
を記録媒体４０に照射する。このようにして、記録媒体４０にデータが記録される。
【００７５】
記録媒体４０は、書き換え可能な光ディスク、例えば、光磁気ディスク（ＭＯ、magneto-
optical disk）、相変化型ディスクなどである。
【００７６】
第１の実施形態では、ＭＯ、例えば、直径約４ｃｍ、直径約５ｃｍ、直径約６．５ｃｍま
たは直径約８ｃｍなどの比較的小径なディスクが使用される。そして、記録媒体４０は、
モータ３１によって、線速度一定（ＣＬＶ）、角速度一定（ＣＡＶ）またはゾーンＣＬＶ
（ＺＣＬＶ）で回転される。
【００７７】
ドライブ制御マイコン２２は、システム制御マイコン１９の要求に応じて、サーボ回路３
０に信号を出力する。サーボ回路３０は、この出力に応じて、モータ３１および光ピック
アップ３３を制御することによって、ドライブ全体を制御する。例えば、サーボ回路３０
は、光ピックアップ３３に対し、記録媒体４０の径方向の移動サーボ、トラッキングサー
ボおよびフォーカスサーボを行い、モータ３１に対し、回転数を制御する。
【００７８】
また、システム制御マイコン１９には、ユーザが所定の指示を入力する操作部２６が接続
される。
【００７９】
一方、再生の際には、光ピックアップ３３は、再生用の出力でレーザビームを記録媒体４
０に照射し、その反射光を光ピックアップ３３内の光検出器で受光することによって、再
生信号を得る。この場合において、ドライブ制御マイコン２２は、光ピックアップ３３内
の光検出器の出力信号からトラッキングエラーおよびフォーカスエラーを検出し、読み取
りのレーザビームがトラック上に位置し、トラック上に合焦するように、サーボ回路３０
によって光ピックアップ３３を制御する。さらに、ドライブ制御マイコン２２は、記録媒
体４０上における所望の位置のデータを再生するために、光ピックアップの径方向におけ
る移動も制御する。所望の位置は、記録時と同様にシステム制御マイコン１９によって、
ドライブ制御マイコン２２に信号が与えられ、決定される。
【００８０】
光ピックアップ３３の再生信号は、データ変復調器２３に供給され、復調される。復調さ
れたデータは、エラー訂正符号／復号器２１に供給され、再生データを一旦メモリ２０に
格納し、デインターリーブ（deinterleaved）およびエラー訂正が行われる、エラー訂正
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後のQuickTimeムービー・ファイルは、メモリコントローラ１８を介してメモリ１７に格
納される。
【００８１】
メモリ１７に格納されたQuickTimeムービー・ファイルは、システム制御マイコン１９の
要求に応じて、ファイル復号器１６に出力される。システム制御マイコン１９は、ビデオ
信号およびオーディオ信号を連続再生するために、記録媒体４０の再生信号がメモリ１７
に格納されるデータ量と、メモリ１７から読み出されてファイル復号器１６に供給される
データ量とを監視することによって、メモリ１７がオーバーフローまたはアンダーフロー
しないようにメモリコントローラ１８およびドライブ制御マイコン２２を制御する。こう
して、システム制御マイコン１９は、記録媒体４０から間欠的にデータを読み出す。
【００８２】
ファイル復号器１６は、システム制御マイコン１９の制御下で、QuickTimeムービー・フ
ァイルをビデオエレメンタリストリームとオーディオエレメンタリファイルとに分離する
。ビデオエレメンタリストリームは、ビデオ復号器１３に供給され、圧縮符号化の復号が
行われてビデオ出力となってビデオ出力端子から出力される。オーディオエレメンタリス
トリームは、オーディオ復号器１４に供給され、圧縮符号化の復号が行われてオーディオ
出力となってオーディオ出力端子から出力される。ここで、ファイル復号器１６は、ビデ
オエレメンタリストリームとオーディオエレメンタリストリームとが同期するように出力
する。
【００８３】
ビデオ復号器１３は、例えば、ＭＰＥＧの場合では、図３に示すように、メモリのバッフ
ァメモリ７１、可変長符号復号部７２、逆量子化部７３、逆ＤＣＴ部７４、加算部７５、
ビデオメモリ７８、動き補償予測部７９、画面並替部７６およびディジタル／アナログ変
換器（以下、「Ｄ／Ａ」と略記する。）７７の各電子回路を備えて構成される。ビデオエ
レメンタリストームは、一旦バッファメモリ７１に蓄積され、可変長復号部７２に入力さ
れる。可変長復号部７２は、マクロブロック符号化情報が復号され、符号化モード、動き
ベクトル、量子化情報および量子化ＤＣＴ係数が分離される。量子化ＤＣＴ係数は、逆量
子化部７３でＤＣＴ係数に復元され、逆ＤＣＴ部７４で画素空間データに変換される。加
算部７５は、逆量子化部７４の出力と動き補償予測部７９の出力とを加算するが、Ｉピク
チャを復号する場合には、加算しない。画面内のすべてのマクロブロックが復号され、画
面は、画面並替部７６で元の入力順序に並べ替えられて、Ｄ／Ａ７７でアナログ信号に変
換されて出力される。また、加算器７５の出力は、ＩピクチャおよびＰピクチャの場合に
は、その後の復号処理で参照画面として使用されるため、ビデオメモリ７８に蓄積され、
動き補償予測部７９に出力される。
【００８４】
図１に戻って、オーディオ復号器１４は、例えば、ＭＰＥＧ／Ａｕｄｉｏレイヤ１／レイ
ヤ２の場合では、ビットストリーム分解部、逆量子化部およびサブバンド合成フィルタバ
ンク部などの各電子回路を備えて構成される。入力されたオーディオエレメンタリストリ
ームは、ビットストリーム分解部でヘッダと補助情報と量子化サブバンド信号とに分離さ
れ、量子化サブバンド信号は、逆量子化部で割り当てられたビット数で逆量子化され、サ
ブバンド合成フィルタバンクで合成された後に、出力される。
【００８５】
次に、このような記録再生装置に使用するQuickTimeムービー・ファイルについて説明す
る。
図４は、QuickTimeムービー・ファイルの構成を示す図である。
図５は、QuickTimeムービー・ファイルのデータ構成の一例を示す図である。
図６は、QuickTimeムービー・ファイルのデータ構成の別の一例を示す図である。
【００８６】
図４において、QuickTimeムービー・ファイルは、ムービー・データ・アトム（movie dat
a atom）１０１、ムービー・アトム１０２およびＭＱＴディスクリプション・アトム（MQ
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T Description atom）１０３を備えて構成される。ムービー・データ・アトム１０１は、
図２６に示すメディア・データ・アトム５０２に相当するアトムであり、ビデオ・チャン
クやオーディオ・チャンクを収容する。ムービー・アトム１０２は、図２６に示すムービ
ー・アトム５０１に相当するアトムであり、ムービー・データ・アトム１０１を管理する
管理ファイルである。ＭＱＴディスクリプション・アトム１０３は、各種のチャンク、例
えば、オーディオ・チャンクおよびビデオ・チャンクをどのような単位で記録媒体４０上
で連続記録長としているかを示す情報を収容する。さらに、ＭＱＴディスクリプション・
アトム１０３は、記録媒体４０の読み出しレート（playback rate）および記録媒体４０
のドライブのシーク時間（seek time）も収容する。
【００８７】
ＭＱＴディスクリプション・アトム１０３は、インターリーブ・データ・ディスクリプシ
ョン・アトム（interleaved data description atom、以下「ＩＤＤＡ」と略記する。）
２０１およびセット・パフォーマンス・アトム（set performance atom、以下「ＳＴＰＡ
」と略記する。）２０２を備えて構成され、第１の実施形態では、アトムのタイプを例え
ば、「mqbs」とする。
【００８８】
ＩＤＤＡ２０１は、トラックＩＤ（track ID）、ナンバ・オブ・エントリ（number of en
tries、以下「ＮＯＥ」と略記する。）およびインターリーブ・データ・ディスクリプシ
ョン・テーブル（interleaved data description table、以下、「ＩＤＤＴ」と略記する
。）２１１を備えて構成される。ＩＤＤＡ２０１は、トラックごとに作成される。
【００８９】
トラックＩＤは、ＩＤＤＡ２０１が対応するトラックを識別するための識別符号であり、
第１の実施形態では、ＩＤＤＡ２０１が対応するトラック番号である。トラックＩＤには
、４バイト（byte）が割り当てられる。
【００９０】
ＮＯＥは、ＩＤＤＴ２１１の数であり、４バイトが割り当てられる。
【００９１】
ＩＤＤＴ２１１は、ファースト・チャンク（first chunk）、ネクスト・トラックＩＤ（n
ext track ID）、ナンバ・オブ・レコード・チャンク（number of recorded chunks）、
ナンバ・オブ・リピート（number of repeat）、デュレーション（duration）およびレコ
ード・データ・サイズ（recorded data size）を備えて構成される。ＩＤＤＴ２１１は、
記録パターンが変更されるごとに作成される。
【００９２】
ファースト・チャンクは、データ構造が変更された場合に、そのデータ構造で記録媒体４
０上に連続的に記録される先頭チャンクであり、第１の実施形態では、その先頭チャンク
の番号で示される。ファースト・チャンクには、４バイトが割り当てられる。
【００９３】
ネクスト・トラックＩＤは、あるトラックに対して、記録媒体４０に連続的に記録される
トラックを表示する識別符号であり、連続記録長内におけるトラック間の時系列的な繋が
り状態も示している。ネクスト・トラックＩＤは、第１の実施形態では、トラックＩＤで
示され、４バイトが割り当てられる。
【００９４】
なお、第１の実施形態では、連続記録長のデータ構造（トラック間の時系列的な繋がり順
序）は、ネクスト・トラックＩＤによって示されたが、これをポジション・ナンバーとし
、データ構造中におけるトラックの並び順を示す番号によって示してもよい。例えば、図
７Ｂにおいて、データ構造は、第１番目のオーディオ・トラックと第２番目のビデオ・ト
ラックとから構成されるが、それぞれのトラックに対するポジション・ナンバーを「１」
、「２」のように示してもよい。
【００９５】
ナンバ・オブ・レコード・チャンクは、指定されたトラックにおける、記録媒体４０に連
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続的に記録されるチャンクの個数である。ナンバ・オブ・レコード・チャンクには、２バ
イトが割り当てられる。
【００９６】
ナンバ・オブ・リピートは、指定されたトラックにおけるチャンクの組み合わせが複数回
繰り返して記録媒体４０に連続記録される場合のその回数である。すなわち、ナンバ・オ
ブ・リピートは、異なるトラックのデータをインターリーブ（多重化）して記録した後、
再び同一のトラックのチャンクが連続的に記録される場合のその繰り返し数である。ナン
バ・オブ・リピートには、１バイトが割り当てられる。
【００９７】
デュレーションは、連続的に記録されているトラックのデータにおける時間長である。デ
ュレーションには、４バイトが割り当てられる。
【００９８】
レコード・データ・サイズは、同種のトラックにおけるデータ・サイズであり、特に、編
集後に連続的に再生が可能であるか否かを判別するために使用される。レコード・データ
・サイズは、各４バイトの最大レコード・データ・サイズ（max. recorded data size）
、最小レコード・データ・サイズ（min. recorded data size）および平均レコード・デ
ータ・サイズ（average recorded data size）が用意され、必要に応じて、ＩＤＤＴ２０
１に収容される。すなわち、ＩＤＤＴ２０１は、▲１▼最大レコード・データ・サイズと
最小レコード・データ・サイズと平均レコード・データ・サイズとからなる場合、▲２▼
最大レコード・データ・サイズと平均レコード・データ・サイズとからなる場合、▲３▼
最小レコード・データ・サイズと平均レコード・データ・サイズとからなる場合、▲４▼
最大レコード・データ・サイズと最小レコード・データ・サイズとからなる場合、▲５▼
最大レコード・データ・サイズからなる場合、▲６▼最小レコード・データ・サイズから
なる場合、▲７▼平均レコード・データ・サイズからなる場合および▲８▼最大レコード
・データ・サイズと最小レコード・データ・サイズと平均レコード・データ・サイズとを
含まない場合がある。そして、トラックのデータ・サイズに変更がない場合には、▲１▼
～▲７▼の場合のように、最大レコード・データ・サイズ、最小レコード・データ・サイ
ズおよび平均レコード・データ・サイズのうち少なくとも１つがそれぞれ同一の値でＩＤ
ＤＡ２０１に記述されるか、あるいは、レコード・データ・サイズとして１つがＩＤＤＡ
２０１に記述される。このように様々な場合があるが、主に編集後の連続再生可能性を判
断するために、レコード・データ・サイズの値が少なくとも１つがＩＤＤＴ２１１または
ＩＤＤＡ２０１に記述される。
【００９９】
図５は、ＩＤＤＴ２１１に最大レコード・データ・サイズと最小レコード・データ・サイ
ズと平均レコード・データ・サイズとを記述する場合であり、図６は、ＩＤＤＡ２０１に
最大レコード・データ・サイズと最小レコード・データ・サイズと平均レコード・データ
・サイズとを記述する場合である。
【０１００】
なお、第１の実施形態では、連続記録長に含まれるデータ・サイズは、そのままの値で示
したが、レコード・データ・レート（recorded data rate）（bps）を用いることもでき
る。
【０１０１】
ＳＴＰＡ２０２は、２バイトのシーク時間（seek time）、および、２バイトのプレイバ
ック・レイト（playback rate）（bps）を備えて構成され、これら各値が記述される。
【０１０２】
ここで、デュレーションの大きさは、編集の容易性とシーク時間とプレイバック・レイト
に応じて決定される。編集の容易性は、デュレーションの大きさが小さいほど高くなるが
、小さくし過ぎると連続記録長のデータ再生時間よりもシーク時間とプレイバック時間（
読み込むビット数／プレイバック・レイト）との和が大きくなり、連続的にムービーを再
生することができなくなる。
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【０１０３】
なお、上述では、割り当てられるバイト数を具体的な数値で示したが、これらに限定され
るものではなく、各フィールドの値に応じてバイト数が割り当てられる。
【０１０４】
このようにＭＱＴディスクリプション・アトム１０３は、どのトラックのチャンクが、ど
ういう並び順で、どういう個数の単位で、セットとして記録媒体４０に連続的に記録され
ているかを示す情報を収容する。すなわち、第１の実施形態では、連続記録長に含まれる
データの管理情報およびドライブなどの記録装置に依存した情報をＭＱＴディスクリプシ
ョン・アトム１０３に纏めて収容する。
【０１０５】
記録再生装置は、QuickTimeムービー・ファイルを再生する場合には、ＭＱＴディスクリ
プション・アトム１０３を参照して、記録媒体４０上における実データの記録状態を判断
し、連続記録されている一纏まりのデータを読み込み、この読み込んだデータを再生して
いる間に、次の一纏まりのデータを読み込むことが時間的に可能か否かを判断する。これ
によって、記録再生装置は、連続再生可能であるか否かを判断することができる。
【０１０６】
また、記録再生装置は、記録媒体４０上に記録されている実データを編集する場合に、Ｍ
ＱＴディスクリプション・アトム１０３を参照することによって、編集後のデータ構造で
連続的に再生することが可能であるか否かを判断することができる。
【０１０７】
ここで、判断の結果、連続再生することができない場合には、記録再生装置は、その旨の
警告表示をすることが好ましい。
【０１０８】
記録媒体４０に実データを記録した記録再生装置と記録されている実データを再生する記
録再生装置とが異なる場合、および、記録媒体４０に実データを記録した記録再生装置と
記録されている実データを編集する記録再生装置とが異なる場合に、ＭＱＴディスクリプ
ション・アトム１０３は、特に有用である。
【０１０９】
そして、これら情報をＭＱＴディスクリプション・アトム１０３に纏めているので、本来
、論理的構造を記述するムービー・アトム１０２と明確に区別することができ、特に、Ｍ
ＱＴディスクリプション・アトム１０３を認識することができない記録再生装置でも、こ
れを無視することによって、QuickTimeムービー・ファイルを再生することができる。
【０１１０】
なお、第１の実施形態では、ＭＱＴディスクリプション・アトム１０３は、データ構造の
最上位の階層に置いているが、ＭＱＴディスクリプション・アトム１０３に収容されてい
る情報をムービー・アトム１０２内のより上位の階層の方に収容してもよい。特に、階層
を辿ることなくまた一つに纏めるという観点から、このＭＱＴディスクリプション・アト
ム１０３に収容されている情報を最上位の階層に収容することが好ましい。
【０１１１】
次に、ディジタル記録再生装置がＭＱＴディスクリプション・アトム１０３に収容された
情報から、記録媒体４０上に連続的に記録されるデータ構造を解釈する手順について、よ
り具体的な例を示して説明する。
【０１１２】
（第１の例）
図７は、第１例のインターリーブ・データ・ディスクリプション・テーブルと記録媒体に
連続記録されたデータとを示す図である。図７Ａは、インターリーブ・データ・ディスク
リプション・テーブルを示し、図７Ｂは、記録媒体に連続記録されたデータを示す。
【０１１３】
図７Ａにおいて、ＩＤＤＴ２１１には、オーディオのトラックに対して、
ファースト・チャンク＝１
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ネクスト・トラックＩＤ＝２
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝２
ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ（ｎは、正の整数）
最大レコード・データ・サイズ＝ａ（ａは、正の整数）
最小レコード・データ・サイズ＝ａ
平均レコード・データ・サイズ＝ａ
の各値が収容され、ビデオのトラックに対して、
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝０
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝１
ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ｂ（ｂは、正の整数）
最小レコード・データ・サイズ＝ｂ
平均レコード・データ・サイズ＝ｂ
の各値が収容される。
【０１１４】
ＭＱＴディスクリプション・アトム１０３に上述の値が収容されている場合、ディジタル
記録再生装置のシステム制御マイコン１９は、次のようにして、記録媒体４０上に連続記
録されるデータ構造を判断する。
【０１１５】
まず、システム制御マイコン１９は、ファースト・チャンク＝１から、トラックＩＤ＝１
のオーディオにおける先頭チャンクがチャンク＃１であると判断する。システム制御マイ
コン１９は、ファースト・チャンク＝１から、トラックＩＤ＝２のビデオにおける先頭チ
ャンクがチャンク＃１であると判断する。
【０１１６】
次に、システム制御マイコン１９は、ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝２から、トラ
ックＩＤ＝１のオーディオが２チャンク連続であると判断する。システム制御マイコン１
９は、ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝１から、トラックＩＤ＝２のビデオが１チャ
ンクであると判断する。
【０１１７】
次に、システム制御マイコン１９は、ネクスト・トラックＩＤ＝２から、トラックＩＤ＝
１のオーディオにトラックＩＤ＝２、すなわち、トラックＩＤ＝２のビデオが続くと判断
する。システム制御マイコン１９は、ネクスト・トラックＩＤ＝０から、トラックＩＤ＝
２のビデオに続く新規なトラックがないことを判断する。
【０１１８】
次に、システム制御マイコン１９は、ナンバ・オブ・リピート＝２から、トラックＩＤ＝
１のオーディオが同一の記録状態を２回繰り返すと判断する。システム制御マイコン１９
は、ナンバ・オブ・リピート＝２から、同一の記録状態であるトラックＩＤ＝２のビデオ
が２回であると判断する。
【０１１９】
次に、システム制御マイコン１９は、デュレーション＝ｎ（ｎは正の整数）、最大レコー
ド・データ・サイズ＝ａ（ａは正の整数）、最小レコード・データ・サイズ＝ａおよび平
均レコード・データ・サイズ＝ａから、トラックＩＤ＝１のオーディオがデータの時間長
をｎ、そして、データ・サイズを固定のａと判断する。システム制御マイコン１９は、デ
ュレーション＝ｎ、最大レコード・データ・サイズ＝ｂ（ｂは正の整数）、最小レコード
・データ・サイズ＝ｂおよび平均レコード・データ・サイズ＝ｂから、トラックＩＤ＝２
のビデオがデータの時間長をｎ、そして、データ・サイズを固定のｂと判断する。
【０１２０】



(15) JP 4691798 B2 2011.6.1

10

20

30

40

50

システム制御マイコン１９は、このような手順によって、記録媒体４０上に連続的に記録
されるデータ構造を図７Ｂであると判別する。
【０１２１】
（第２の例）
図８は、第２例のインターリーブ・データ・ディスクリプション・テーブルと記録媒体に
連続記録されたデータとを示す図である。図８Ａは、インターリーブ・データ・ディスク
リプション・テーブルを示し、図８Ｂは、記録媒体に連続記録されたデータを示す。
【０１２２】
図８Ａにおいて、ＩＤＤＴ２１１には、オーディオのトラックに対して、
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝３
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝２
ナンバ・オブ・リピート＝１
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ａ
最小レコード・データ・サイズ＝ａ
平均レコード・データ・サイズ＝ａ
の各値が収容され、オーディオのトラックに対して、
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝１
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝４
ナンバ・オブ・リピート＝１
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ｃ（ｃは、正の整数）
最小レコード・データ・サイズ＝ｃ
平均レコード・データ・サイズ＝ｃ
の各値が収容され、ビデオのトラックに対して、
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝０
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝１
ナンバ・オブ・リピート＝１
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ｂ
最小レコード・データ・サイズ＝ｂ
平均レコード・データ・サイズ＝ｂ
の各値が収容される。
【０１２３】
ＭＱＴディスクリプション・アトム１０３に上述の値が収容されている場合、システム制
御マイコン１９は、各ファースト・チャンクの値から、トラックＩＤ＝２のオーディオに
おける先頭チャンクがチャンク＃１であると、トラックＩＤ＝３のオーディオにおける先
頭チャンクがチャンク＃１であると、および、トラックＩＤ＝１のビデオにおける先頭チ
ャンクがチャンク＃１であると判断する。
【０１２４】
次に、システム制御マイコン１９は、各ナンバ・オブ・レコード・チャンクの値から、ト
ラックＩＤ＝２のオーディオが２チャンク連続であると、トラックＩＤ＝３のオーディオ
が４チャンク連続であると、および、トラックＩＤ＝１のビデオが１チャンクであると判
断する。
【０１２５】
次に、システム制御マイコン１９は、各ネクスト・トラックＩＤの値から、トラックＩＤ
＝２のオーディオにトラックＩＤ＝３のオーディオが続くと、トラックＩＤ＝３のオーデ
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ィオにトラックＩＤ＝１のオーディオが続くと、トラックＩＤ＝１のビデオに続く新規な
トラックがないことを判断する。
【０１２６】
次に、システム制御マイコン１９は、各ナンバ・オブ・リピートの値から、同一の記録状
態であるトラックＩＤ＝２のオーディオが１回であると、同一の記録状態であるトラック
ＩＤ＝３のオーディオが１回であると、および、同一の記録状態であるトラックＩＤ＝１
のビデオが１回であると判断する。
【０１２７】
次に、システム制御マイコン１９は、各デュレーションの値、各最大レコード・データ・
サイズの値、各最小レコード・データ・サイズの値および各平均レコード・データ・サイ
ズの値から、トラックＩＤ＝２のオーディオがデータの時間長をｎ、そして、データ・サ
イズを固定のａと、トラックＩＤ＝３のオーディオがデータの時間長をｎ、そして、デー
タ・サイズを固定のｃ（ｃは正の整数）と、および、トラックＩＤ＝１のビデオがデータ
の時間長をｎ、そして、データ・サイズを固定のｂと判断する。
【０１２８】
システム制御マイコン１９は、このような手順によって、記録媒体４０上に連続的に記録
されるデータ構造を図８Ｂであると判別する。
【０１２９】
次に、図８Ｂを用いて、トラックの一部をアフターレコーディング（以下、「アフレコ」
と略記する。）用に予約する場合について説明する。
【０１３０】
図８Ｂにおける連続記録長のデータ構造において、例えば、トラックＩＤ＝３のオーディ
オ・トラック（Audio B）をアフレコオーディオ・データ用に予約する。すなわち、トラ
ックＩＤ＝２のオーディオ・トラック（Audio A）には、記録時にオーディオ入力から入
力されるオリジナルのオーディオ・データを記録し、トラックＩＤ＝１のビデオ・トラッ
ク（Video）には、記録時にビデオ入力から入力されるオリジナルのビデオデータを記録
する。そして、この時に、記録媒体４０上には、トラックＩＤ＝３のオーディオ・トラッ
ク（Audio B）として、再度何らかのデータを記録するための予備領域として確保する。
例えば、Audio Aデータと同等バイト分の空データ（例えば、全ビットを０にする。）を
記録することによって予備領域として確保する。あるいは、例えば、トラックＩＤ＝１の
ビデオデータを記録する際に、Audio Aデータと同等バイト分が確保されるように、オフ
セットを与えて記録を開始する。これによって、Audio Aデータの記録終了位置からオフ
セットまでの領域が予備領域として確保される。
【０１３１】
このようなデータ構造で記録されたムービーにアフレコを行う場合には、アフレコ用に入
力されるオーディオ・データを予備領域、すなわち、トラックＩＤ＝３に記録する。
【０１３２】
このように連続記録長中に予備領域を予め記録媒体４０に記録時に確保することによって
、記録後に再度データを記録する際に、この予備領域を使用することができる。そして、
この予備領域を使用することによって、記録後に記録されたデータを既に記録されている
データと同期させて再生することができる。さらに、連続記録長中に予備領域を確保して
いるので、再度データを記録したとしても、連続再生が容易に達成される。
【０１３３】
例えば、上述のようにトラックＩＤ＝３にアフレコオーディオ・データをAudio Bとして
記録した場合において、記録再生装置は、アフレコオーディオ・データとビデオデータと
を同期させて再生することができ、関連するビデオ・チャンクとアフレコオーディオ・チ
ャンクが物理的に連続して記録されることになるので、トラックジャンプが生じることは
ない。このため、アフレコされたムービーも、途切れることなく再生することができる。
【０１３４】
ここで、どのトラックがオリジナルデータ（最初に記録媒体４０に記録されたデータ）を
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収容する領域であり、どのトラックがアフレコデータ（再度、記録媒体４０に記録される
データ）を収容する予備領域であるかを識別するために、例えば、図５および図６に示す
ように、インターリーブ・データ・ディスクリプション・アトムにフラグ（flag）が用意
される。そして、例えば、フラグの第１ビット（ＬＳＢ）が「０」である場合には、対応
するトラックがオリジナルデータを収容したトラックであることを示し、一方、フラグの
第１ビットが「１」である場合には、対応するトラックがアフレコデータを収容するトラ
ックであることを示すようにする。さらに、予備領域にデータが収容されたか否かを示す
ために、例えば、フラグの第２ビットを使用する。そして、この第２ビットが「０」であ
る場合には、予備領域が未使用（アフレコデータが記録されていないこと）であることを
示し、フラグの第２ビットが「１」である場合には、予備領域が使用（アフレコデータが
記録されていること）であることを示すようにする。記録再生装置は、このフラグを参照
することによって、トラックＩＤ＝２およびトラックＩＤ＝３のトラックのうち、いずれ
のトラックに収容されているオーディオ・データを優先的に再生すべきかを判断すること
ができる。そして、記録再生装置は、予備領域にデータを記録した後に、さらに、オリジ
ナルのデータに戻すために予備領域のデータを消去する場合にも、このフラグを参照する
ことによって、消去すべき予備領域を容易に判断することができる。
【０１３５】
また、インターリーブ・データ・ディスクリプション・アトムもしくはインターリーブ・
データ・ディスクリプション・テーブル内に、予備領域であるか否かを識別するために新
たなフィールド、例えば、アトリビュート（attribute）・フィールドを設けてもよい。
そして、このアトリビュート・フィールドは、オリジナルオーディオ／オリジナルビデオ
の識別、予備領域未記録／予約領域記録済みの状態識別、アフレコオーディオ、第２外国
語オーディオ、マルチアングルビデオなどのトラックに収容されるデータの属性やその再
生優先順位（プライオリティ）などを記述することが可能である。
【０１３６】
さらに、これらフラグやフィールドを使用する方法の他に、記録時にトラックＩＤを決め
ておくようにしてもよい。例えば、トラックＩＤ＝１は、オリジナルデータ、トラックＩ
Ｄ＝２は、アフレコデータなどのようにである。また、例えば、トラックＩＤ＝１は、オ
リジナルオーディオ、トラックＩＤ＝２は、オリジナルビデオ、トラックＩＤ＝３は、オ
フレコオーディオ、トラックＩＤ＝４～ｎは、第２外国語オーディオ、トラックＩＤ＝ｉ
～ｋは、マルチアングルビデオ（ｎ、ｉ、ｋは整数、４＜ｎ＜ｉ＜ｋ）などのようにであ
る。そして、優先順位は、トラックＩＤの値の小さい順とする。また、このような場合に
、予備領域が空きであるかデータが記録済みであるかは、ＱＴのフィールドフォーマット
内にあるenableフラグを利用してもよい。
【０１３７】
次に、記録中に連続記録長のデータ構造を変える場合や編集によって連続記録長のデータ
構造が変わった場合など、連続記録長のデータ構造に変更がある場合の例について説明す
る。
【０１３８】
（第３の例）
図９は、第３例のインターリーブ・データ・ディスクリプション・テーブルを示す図であ
る。
図１０は、第３例の記録媒体に連続記録されたデータとを示す図である。
第３例のＩＤＤＴ２１１は、図９Ａから図９Ｂに変更され、図９Ｂから図９Ｃに変更され
る。
【０１３９】
まず、図９Ａにおいて、ＩＤＤＴ２１１-11には、オーディオのトラックに対して、
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝２
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝２
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ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ａ
最小レコード・データ・サイズ＝ａ
平均レコード・データ・サイズ＝ａ
の各値が収容され、ＩＤＤＴ２１１-21には、ビデオのトラックに対して、
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝０
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝１
ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ｂ
最小レコード・データ・サイズ＝ｂ
平均レコード・データ・サイズ＝ｂ
の各値が収容される。
【０１４０】
これら各値から、システム制御マイコン１９は、トラックＩＤ＝１のオーディオが、チャ
ンク＃１で始まり、２チャンク連続で、トラックＩＤ＝２のビデオを連続させると判断す
る。システム制御マイコン１９は、トラックＩＤ＝２のビデオが、チャンク＃１で始まり
、１チャンクで、新規なトランクを連続させないと判断する。そして、システム制御マイ
コン１９は、同一の記録状態であるトラックＩＤ＝１のオーディオが２回であり、同一の
記録状態であるトラックＩＤ＝２のビデオが２回であると判断する。さらに、システム制
御マイコン１９は、トラックＩＤ＝１のオーディオがデータの時間長をｎ、そして、デー
タ・サイズを固定のａと、および、トラックＩＤ＝１のビデオがデータの時間長をｎ、そ
して、データ・サイズを固定のｂと判断する。
【０１４１】
システム制御マイコン１９は、判断の結果、記録媒体４０上に連続的に記録されるデータ
構造を図１０Ａ“であると判別する。
【０１４２】
そして、トラックＩＤ＝１のオーディオにおいて、チャンク＝ｋ（ｋは正の整数）を含む
連続記録長からデータ構造が、チャンクのサンプル数を２倍にして記録するように変更が
あった場合、ＩＤＤＴ２１１-11にＩＤＤＴ２１１-12が追加される。ＩＤＤＴ２１１-12
を図９Ｂに示す。図９Ｂにおいて、ＩＤＤＴ２１１-12には、オーディオのトラックに対
して、
ファースト・チャンク＝ｋ
ネクスト・トラックＩＤ＝２
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝１
ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ａ
最小レコード・データ・サイズ＝ａ
平均レコード・データ・サイズ＝ａ
の各値が収容される。
【０１４３】
ここで、連続していたチャンクを１つに纏めて１チャンクにする変更であるため、ナンバ
・オブ・レコード・チャンク＝１となり、デュレーション値および各レコード・データ・
サイズ値は、変わらない。そして、トラックＩＤ＝２のビデオには、変化がないのでテー
ブルは追加されない。
【０１４４】
この図９Ｂの場合に対するデータ構造を図１０Ｂ“に示す。
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【０１４５】
さらに、トラックＩＤ＝１のオーディオにおいて、チャンク＝ｍ（ｍは正の整数）を含む
連続記録長からデータ構造が、チャンクのサンプル数を１／２倍、デュレーションを２倍
およびレコード・データ・サイズを２にして記録するように変更があり、そして、トラッ
クＩＤ＝２のビデオにおいて、チャンク＝ｊ（ｊは正の整数）を含む連続記録長からデー
タ構造が、デュレーションを２倍およびレコード・データ・サイズを２にして記録するよ
うに変更があり、さらに、オーディオとビデオとの記録順序が変わった場合、ＩＤＤＴ２
１１-12にオーディオに関するＩＤＤＴ２１１-13が追加され、ＩＤＤＴ２１１-21にビデ
オに関するＩＤＤＴ２１１-22とが追加される。ＩＤＤＴ２１１-13およびＩＤＤＴ２１１
-22を図９Ｃに示す。図９Ｃにおいて、ＩＤＤＴ２１１-13には、オーディオのトラックに
対して、
ファースト・チャンク＝ｍ
ネクスト・トラックＩＤ＝０
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝２
ナンバ・オブ・リピート＝１
デュレーション＝２×ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝２×ａ
最小レコード・データ・サイズ＝２×ａ
平均レコード・データ・サイズ＝２×ａ
の各値が収容され、ＩＤＤＴ２１１-22には、ビデオのトラックに対して、
ファースト・チャンク＝ｊ
ネクスト・トラックＩＤ＝１
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝２
ナンバ・オブ・リピート＝１
デュレーション＝２×ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝２×ｂ
最小レコード・データ・サイズ＝２×ｂ
平均レコード・データ・サイズ＝２×ｂ
の各値が収容される。
【０１４６】
ここで、ビデオの後にオーディオを記録するように変更されたので、オーディオのネクス
ト・トラックＩＤが０となり、ビデオのネクスト・トラックＩＤが１となる。
【０１４７】
この図９Ｃの場合に対するデータ構造を図１０Ｃ“に示す。
【０１４８】
（第４の例）
図１１は、第４例のインターリーブ・データ・ディスクリプション・テーブルを示す図で
ある。
図１２は、第４例の記録媒体に連続記録されたデータとを示す図である。
第４例のＩＤＤＴ２１１は、図１１Ａから図１１Ｂに変更され、図１１Ｂから図１１Ｃに
変更される。
【０１４９】
まず、図１１Ａにおいて、ＩＤＤＴ２１１-11には、オーディオのトラックに対して、
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝２
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝２
ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ａ
最小レコード・データ・サイズ＝ａ
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平均レコード・データ・サイズ＝ａ
の各値が収容され、ＩＤＤＴ２１１-21には、ビデオのトラックに対して、
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝０
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝１
ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ｂ
最小レコード・データ・サイズ＝ｂ
平均レコード・データ・サイズ＝ｂ
の各値が収容される。
【０１５０】
これら各値から、システム制御マイコン１９は、トラックＩＤ＝１のオーディオが、チャ
ンク＃１で始まり、２チャンク連続で、トラックＩＤ＝２のビデオを連続させると判断す
る。システム制御マイコン１９は、トラックＩＤ＝２のビデオが、チャンク＃１で始まり
、１チャンクで、新規なトラックを連続させないと判断する。そして、システム制御マイ
コン１９は、同一の記録状態であるトラックＩＤ＝１のオーディオが２回であり、同一の
記録状態であるトラックＩＤ＝２のビデオが２回であると判断する。さらに、システム制
御マイコン１９は、トラックＩＤ＝１のオーディオがデータの時間長をｎ、そして、デー
タ・サイズを固定のａと、および、トラックＩＤ＝１のビデオがデータの時間長をｎ、そ
して、データ・サイズを固定のｂと判断する。
【０１５１】
システム制御マイコン１９は、判断の結果、記録媒体４０上に連続的に記録されるデータ
構造を図１２Ａ“であると判別する。
【０１５２】
そして、トラックＩＤ＝１のオーディオにおいて、チャンク＝ｋを含む連続記録長からレ
コード・データ・サイズが固定長から可変にして記録するように変更があった場合、ＩＤ
ＤＴ２１１-11にＩＤＤＴ２１１-12が追加される。ＩＤＤＴ２１１-12を図１１Ｂに示す
。図１１Ｂにおいて、ＩＤＤＴ２１１-12には、オーディオのトラックに対して、
ファースト・チャンク＝ｋ
ネクスト・トラックＩＤ＝２
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝２
ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ｘ（ｘは正の整数）
最小レコード・データ・サイズ＝ｙ（ｙは正の整数）
平均レコード・データ・サイズ＝ｚ（ｚは正の整数）
の各値が収容される。
【０１５３】
ここで、データ構造は、変わらないので、ネクスト・トラックＩＤ、ナンバ・オブ・レコ
ード・チャンク、ナンバ・オブ・リピートおよびデュレーションの各値は、変わらない。
可変長記録であるため、最大レコード・データ・サイズ、最小レコード・データ・サイズ
および平均レコード・データ・サイズの各値は、互いに異なる値となり得る。そして、ト
ラックＩＤ＝２のビデオには、変化がないのでテーブルは追加されない。
【０１５４】
この図１１Ｂの場合に対するデータ構造を図１２Ｂ“に示す。
【０１５５】
さらに、トラックＩＤ＝１のオーディオにおいて、チャンク＝ｍ（ｍは正の整数）を含む
連続記録長から、チャンクのサンプル数が変化した場合、デュレーションが変更される。
そして、トラックＩＤ＝２のビデオにおいて、チャンク＝ｊ（ｊは正の整数）を含む連続
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記録長から、チャンクのサンプル数が変化した場合、デュレーションが変更される。この
場合、ＩＤＤＴ２１１-12にオーディオに関するＩＤＤＴ２１１-13が追加され、ＩＤＤＴ
２１１-21にビデオに関するＩＤＤＴ２１１-22とが追加される。ＩＤＤＴ２１１-13およ
びＩＤＤＴ２１１-22を図１１Ｃに示す。図１１Ｃにおいて、ＩＤＤＴ２１１-13には、オ
ーディオのトラックに対して、
ファースト・チャンク＝ｍ
ネクスト・トラックＩＤ＝２
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝２
ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ‘（ｎ'は正の整数）
最大レコード・データ・サイズ＝ｘ‘（ｘ'は正の整数）
最小レコード・データ・サイズ＝ｙ‘（ｙ'は正の整数）
平均レコード・データ・サイズ＝ｚ‘（ｚ'は正の整数）
の各値が収容され、ＩＤＤＴ２１１-22には、ビデオのトラックに対して、
ファースト・チャンク＝ｊ
ネクスト・トラックＩＤ＝０
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝１
ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ‘
最大レコード・データ・サイズ＝ｂ‘（ｂ'は正の整数）
最小レコード・データ・サイズ＝ｂ‘
平均レコード・データ・サイズ＝ｂ‘
の各値が収容される。
【０１５６】
この図１１Ｃの場合に対するデータ構造を図１２Ｃ“に示す。
【０１５７】
なお、これら第１の例ないし第４の例では、ＭＱＴディスクリプション・アトム１０３に
収容された情報から、記録媒体４０上のデータ構造を解釈する手順を説明したが、もちろ
ん、かかるデータ構造で記録媒体４０上に記録される場合に、記録再生装置は、第１の例
ないし第４の例のＭＱＴディスクリプション・アトムをそれぞれ生成する。
【０１５８】
次に、QuickTimeムービー・ファイルと記録媒体４０上の記録状態との関係を説明する。
【０１５９】
図１３は、QuickTimeムービー・ファイルと記録媒体４０上の記録状態との関係を示す図
である。
【０１６０】
図１３において、ビデオ復号単位の１つがQuickTimeファイルフォーマットの１サンプル
とされる。ビデオ復号単位は、ＭＰＥＧにおける、シーケンスヘッダ（ＳＨ）とＧＯＰと
である。時間的に連続する２個のサンプルが１ビデオ・チャンクとされ、１秒間に当たる
。なお、１サンプルに６個のＧＯＰを対応させ、１ビデオ・チャンクに１サンプルを対応
させてもよい。また、同様に、オーディオ復号単位の１つがQuickTimeファイルフォーマ
ットの１サンプルとされ、時間的に連続する４２個のサンプルが１つのオーディオ・チャ
ンクとされる。１オーディオ・チャンクの時間は、サンプリング周波数を４８ｋＨｚとす
ると、約１秒間に当たる。
【０１６１】
QuickTimeムービー・ファイルは、上述のように大きく、ムービー・データ・アトム１０
１、ムービー・アトム１０２およびＭＱＴディスクリプション・アトム１０３の部分に分
かれるが、記録媒体４０に記録する場合には、ムービー・アトム１０２と、ＭＱＴディス
クリプション・アトム１０３と、ムービー・データ・アトム１０１のチャンクの複数個を
記録媒体４０上の連続記録長に対応させる。連続記録長は、１回のアクセス、すなわち、
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光ピックアップ３３のジャンプ動作を伴わないで、連続したアドレスに書き込み可能な長
さである。また、ビデオ・チャンクとオーディオ・チャンクとが多重化されている場合に
は、ムービー・データ中の互いに対応するオーディオ・チャンクとビデオ・チャンクのセ
ットの複数個を連続記録長に対応させる。
【０１６２】
図１３に示すように、連続記録長として、１個または複数個のチャンクが含まれる場合が
可能である。記録媒体４０、例えば、光ディスク上の連続記録長の位置は、物理的には、
不連続である。このため、１つの連続記録長データを再生した後に、次の連続記録長デー
タを再生するためには、トラックジャンプが生じる。例えば、連続記録長データ１０１-1
を再生した後に、連続記録長データ１０１-2を再生する場合には、記録媒体４０上のａ点
からｂ点までトラックジャンプが生じる。したがって、連続記録長データ１０１-1と連続
記録長データ１０１-2とを連続再生するためには、連続記録長データ１０１-1を再生して
いる時間に、光ピックアップをａ点からｂ点に移動し、連続記録長データ１０１-2を読み
込まなければならない。
【０１６３】
すなわち、連続記録長データの時間長Ｔｄ、連続記録長データのビット数Ｌｂ、シーク時
間Ｔｓ、プレイバック・レイトＴｒとの間に、
Ｔｄ≧Ｔｓ＋Ｌｂ／Ｔｒ　　　　　　　　　　　　　　　　（式１）
が成立する必要がある。現実には、読み取り装置の製造バラツキなどによるマージンＴｍ
を見込んで、
Ｔｄ≧Ｔｓ＋Ｌｂ／Ｔｒ＋Ｔｍ　　　　　　　　　　　　　（式２）
が成立する必要がある。
【０１６４】
この式２（または式１）の成立を判断するためには、システム制御マイコン１９は、ＭＱ
Ｔディスクリプション・アトム１０３に収容されている情報によって、判断することがで
きる。すなわち、システム制御マイコン１９は、ＩＤＤＡ２０１に収容されている情報か
ら連続記録長データの時間長Ｔｄおよび連続記録長データのビット数Ｌｂを計算し、セッ
ト・パフォーマンス・アトム２０２に収容されている情報から、シーク時間Ｔｓおよびプ
レイバック時間Ｌｂ／Ｔｒを計算し、これら計算結果から、式２（または式１）の成立性
を判断することができる。
【０１６５】
特に、記録媒体４０上に既に記録されているムービー・データ・アトム１０１のデータを
編集する場合に、編集後のデータ構造で連続的に再生することが可能であるか否かをＭＱ
Ｔディスクリプション・アトム１０３に収容されている情報から判断することができる。
ここで、ＭＱＴディスクリプション・アトム１０３に最大レコード・データ・サイズ、最
小レコード・データ・サイズおよび平均レコード・データ・サイズの各値が収容されてい
るため、これら各値から式２（または式１）の成立限界を計算することができるから、編
集後のデータ構造で連続的に再生することが可能であるか否かを、ムービー・アトム１０
２内のサンプル・ディスクリプション・テーブルから情報を集めることなく、判断するこ
とができる。このため、連続再生可能な編集であるか否かを判断する時間は、サンプル・
ディスクリプション・テーブルから計算する場合よりもＭＱＴディスクリプション・アト
ム１０３から計算する場合の方がより短時間である。
【０１６６】
なお、比較のために、未公開である特願平１１－３５６０３７号に記載の技術により、一
纏まりの連続記録長の時間長、データ長をムービー・アトム内のサンプル・ディスクリプ
ション・テーブルから計算する計算手順について説明する。特願平１１－３５６０３７号
では、サンプル・ディスクリプション・テーブル内にフィールド群を追加定義することに
よって、連続記録の対象となるトラックの関係および連続記録長に含まれるチャンクの個
数などの情報を収容する。
【０１６７】
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連続記録長の時間長は、次のような手順で計算される。
第１に、サンプル・ディスクリプション・テーブル内によって追加定義されたフィールド
群に基づいて、任意の連続記録長のオーディオの先頭と次の連続記録長の先頭のチャンク
番号（chunk(h)、chunk(h+4)とする）を得る。
第２に、サンプル・チャンク・アトム５７６に基づいて、chunk(h)内の先頭のサンプル番
号（sample(h-first)とする）を得る。
第３に、サンプル・チャンク・アトム５７６に基づいて、chunk(h+4)内の先頭のサンプル
番号（sample(h+4-first)とする）を得る。
第４に、時間サンプル・アトム５７３に基づいて、sample(h-first)のタイム・ユニット
（time unit）（tu(h-first)とする）を得る。
第５に、時間サンプル・アトム５７３に基づいて、sample(h+4-first)のタイム・ユニッ
ト（time unit）（tu(h+4-first)とする）を得る。
第６に、tu(h-first)とtu(h+4-first)とから、この連続記録長のオーディオのタイム・ユ
ニットを計算する。
第７に、メディア・ヘッダ・アトム５４４のタイム・スケール（time scale）から実時間
長を計算する。
【０１６８】
一方、連続記録長のデータ長は、次のような手順で計算される。
第１に、サンプル・ディスクリプション・テーブル内によって追加定義されたフィールド
群に基づいて、任意の連続記録長の先頭に記録されているトラックのチャンク番号（chun
k(h)とする）を得る。
第２に、サンプル・ディスクリプション・テーブル内によって追加定義されたフィールド
群に基づいて、上述の任意の連続記録長に対し次の連続記録長の先頭に記録されているト
ラックのチャンク番号（chunk(h+4)とする）を得る。
第３に、チャンク・オフセット・アトム５７７に基づいて、chunk(ｈ)のチャンク・オフ
セットが、この連続記録長の先頭論理番地であるので、これを得る（ad(h)とする）。
第４に、チャンク・オフセット・アトム５７７に基づいて、chunk(h+4)のチャンク・オフ
セットが、この連続記録長の先頭論理番地であるので、これを得る（ad(h+4)とする）。
第５に、ad(h)とad(h+4)とから、データ長を計算する。
【０１６９】
以上のように、連続記録長の時間長およびデータ長が計算されるが、各トラックごとに計
算する必要があり、膨大な計算量が必要となる。
【０１７０】
一方、上述のようにＭＱＴディスクリプション・アトムを用いることによって、このよう
な膨大な計算を回避することができる。
【０１７１】
そして、ＭＱＴディスクリプション・テーブルを備えるので、データを記録した記録媒体
４０を記録を行った同種の記録再生装置で再生することを目的として他種の記録再生装置
で容易に連続再生可能な編集を行うことができる。例えば、ビデオカメラで記録した記録
媒体４０をビデオカメラで再生することを目的としてパーソナル・コンピュータ上で連続
再生可能な編集処理を行うことができる。
【０１７２】
また、データ構造が変更されるチャンクの情報をファースト・チャンクとして収容するの
で、第３の例や第４の例で示したように、データ構造の変更に柔軟に対応することができ
る。
【０１７３】
なお、第１の実施形態では、ディジタル記録再生装置を携帯型のカメラ一体ディスク記録
再生装置に搭載する場合であるが、これに限定されるものではない。本発明のディジタル
記録再生装置は、単体で使用することができるだけでなく、QuickTimeアプリケーション
ソフトウェアが動作するコンピュータに搭載可能である。また、本発明は、ビデオデータ
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及びオーディオ・データを扱う場合だけでなく、ビデオデータのみ、またはオーディオ・
データのみを扱う場合や、さらに、テキストデータやＭＩＤＩなども扱う場合にも適用す
ることができる。
【０１７４】
また、第１の実施形態では、オーディオの圧縮符号化の例として、ＭＰＥＧ／Ａｕｄｉｏ
について説明したが、これに限定されるものではない。例えば、他の圧縮符号化の例とし
て、ミニディスクで採用されているＡＴＲＡＣ（Adaptive Transform Acoustic Coding）
を使用してもよい。
【０１７５】
そして、第１の実施形態では、連続記録長に含まれるデータの管理情報とプレイバック・
レイトやシーク時間などの記録装置に依存した情報とを収容するアトムにＭＱＴディスク
リプション・アトムと名付け、そして、各情報のフィールドにファースト・チャンクやネ
クスト・トラックＩＤなどの上述の名前を付したが、これに限定されるものではない。例
えば、ＭＱＴディスクリプション・アトムをＨＩＴＹ・アトムなどとしてもよい。
【０１７６】
（第２の実施形態）
第２の実施形態では、ムービー・データ・アトム１０１およびムービー・アトム１０２を
備える点では第１の実施形態と同様であるが、データ間の関係を柔軟に取り扱うことがで
きるようにするため、ＭＱＴディスクリプション・アトム１０３の代わりに拡張されたＭ
ＱＴディスクリプション・アトム１１３を用いる点で異なる。
【０１７７】
このような第２の実施形態におけるＭＱＴディスクリプション・アトム１１３について説
明する。なお、第２の実施形態におけるディジタル記録再生装置の構成は、図１ないし図
３に示す構成と同一であるので、その説明を省略する。
図１４は、ＭＱＴディスクリプション・アトムの構成を示す図である。
図１５は、ＩＤＤＡのデータ構成の一例を示す図である。
図１６は、ＩＤＤＡのデータ構成の別の一例を示す図である。
【０１７８】
図１４において、ＭＱＴディスクリプション・アトム１１３は、トラック・プロパティ・
アトム（track property atom、以下「ＴＰＰＡ」と略記する。）２２１、ＩＤＤＡ２２
２およびＳＴＰＡ２２３を備えて構成される。
【０１７９】
ＴＰＰＡ２２１は、ＮＯＥおよびトラック・プロパティ・テーブル（track property tab
le、以下「ＴＰＴ」と略記する。）２３１を備えて構成され、ＴＰＴ２３１は、トラック
ごとに作成される。ＴＰＰＡ２２１は、トラックごとの属性情報を記述するアトムである
。アトム・タイプは、tkqtである。ＮＯＥは、第１の実施形態と同様に、ＴＰＴの数であ
り、４バイトが割り当てられる。
【０１８０】
ＴＰＴ２３１は、トラックＩＤ、フラグ、メディア・タイプおよびＭＱＴタイプを備えて
構成される。
【０１８１】
トラックＩＤは、第１の実施形態と同様に、ＴＰＰＡ２２１が対応するトラックを識別す
るための識別符号であり、トラック番号である。トラックＩＤには、４バイト（byte）が
割り当てられる。
【０１８２】
フラグは、トラックの状態を識別する情報が記述される。例えば、フラグ１（Flag1）と
して使用可能か否かを示すイネーブル（enabled）・ディスネーブル（disabled）、フラ
グ２（Flag2）として本発明に係るＭＱＴディスクリプション・アトムを認識し、解釈可
能であるか否かを示すＱＴ・ｎｏｎである。このＦｌａｇ２を備えることで、本発明に係
る拡張されたＱＴでない、いわゆるＱＴでも、ＭＱＴディスクリプション・アトムを無視
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することで、ムービー・アトムに基づいて、メディア・データ・アトムを再生することが
できる。
【０１８３】
メディア・タイプは、ビデオ（vide）、オーディオ（soun）、テキスト（text）など、ト
ラックの種別を示す情報が記述される。
【０１８４】
ＭＱＴタイプは、トラックの属性を示す情報が記述される。例えば、オリジナルのデータ
であるか（orig）、アフターレコーディング用の予備領域であるか（afrv）、チャプター
（章）であるか（chap）、バックグラウンド・ミュージック（bgmc）であるかなどである
。このように初期記録時のデータかアフターレコーディングによるデータかを容易に識別
することができ、また、chapを利用することにより静止画によるインデックスを作成する
ことができる。
【０１８５】
ＴＰＴ２３１の一例を図１８に基づいて説明する。
図１８は、ＴＰＴの一例を示す図である。
【０１８６】
図１８において、トラック１は、ＴＰＴの各記述をFlag1=enabled、Flag2=QT、Media Typ
e=videおよびMQT Type=origとすることで、有効なビデオ・トラックであり、いわゆるＱ
Ｔ（本発明に係る拡張機能を備えていない）で表現可能な、初期記録であるメイン・ビデ
オのデータである。
【０１８７】
また、ＴＰＴの各記述をFlag1=enabled、Flag2=QT、Media Type=sounおよびMQT Type=ori
gとすることで、トラック２は、有効なオーディオ・トラックであり、いわゆるＱＴで表
現可能な、初期記録であるメイン・オーディオのデータである。
【０１８８】
ＴＰＴの各記述をFlag1=disabled、Flag2=non、Media Type=sounおよびMQT Type=afrvと
することで、トラック３は、いわゆるＱＴ上無効なオーディオ・トラックであり、本発明
に係るＱＴで表現可能な、アフターレコーディング用の予備領域である。
【０１８９】
ＴＰＴの各記述をFlag1=disabled、Flag2=non、Media Type=sounおよびMQT Type=afrvと
することで、トラック４は、いわゆるＱＴ上無効なビデオ・トラックであり、本発明に係
るＱＴで表現可能な、メイン・ビデオのインデックス用（索引用）の静止画データである
。
【０１９０】
ＴＰＴの各記述をFlag1=disabled、Flag2=non、Media Type=sounおよびMQT Type=afrvと
することで、トラック５は、いわゆるＱＴ上無効なテキスト・トラックであるが、いわゆ
るＱＴで表現可能な、メイン・ビデオのインデックス用のテキストデータである。
【０１９１】
ＴＰＴの各記述をFlag1=enabled、Flag2=QT、Media Type=sounおよびMQT Type=bgmcとす
ることで、トラック６は、有効なオーディオ・トラックであり、いわゆるＱＴで表現可能
な、アフターレコーディングしたサブオーディオのＢＧＭである。
【０１９２】
このようにＴＰＴ２３１は、各トラックの属性とともに、いわゆるＱＴのムービー・ファ
イル形式のものか、アプリケーションに依存する形式のものか記述することができる。
【０１９３】
本発明は、ＴＰＰＡ２２１によって、トラックに含まれる情報も一元管理することができ
るので、ファイル全体のメディア構成を各トラック情報を集めることなく、１つのアトム
で把握することができる。また、物理構造の記述と独立するため、必要に応じてＴＰＰＡ
２２１を記録媒体４０に記録するか否かを独立に処理することができる。
【０１９４】
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ＩＤＤＡ２２２は、ＩＤＤＡ２０１の機能を拡張したアトムであり、グループ・ディスク
リプション・アトム（group description atom、以下「ＧＤＣＡ」と略記する。）２３２
およびトラック・ディスクリプション・アトム（track description atom、以下「ＴＤＣ
Ａ」と略記する。）２３３を備えて構成される。アトム・タイプは、ildsである。
【０１９５】
ＧＤＣＡ２３２は、ＮＯＥおよびグループ・ディスクリプション・テーブル（group desc
ription atom、以下、「ＧＤＴ」と略記する。）２４１を備えて構成され、ＧＤＴ２４１
は、グループのパターンが変更されるごとに作成される。ＧＤＣＡ２３２のアトム・タイ
プは、gpdsである。
【０１９６】
ＧＤＴ２４１は、グループＩＤ（group ID）、ペアレントＩＤ（parent ID）、ネクスト
・グループ・ＩＤ（next group ID）、ナンバ・オブ・リピート（number of repeat）を
備えて構成される。
【０１９７】
グループＩＤは、ＩＤＤＡ２２２が対応するグループを識別するための識別符号であり、
グループに割り振られた番号で示される。グループＩＤには、２バイトが割り当てられる
。
【０１９８】
ペアレントＩＤは、当該グループが属する上位階層のグループ（上位グループ）を示す識
別符号であり、上位グループに割り振られた番号である。ペアレントＩＤには、２バイト
が割り振られる。ペアレントＩＤによって、トラック間の相関関係を柔軟に表すことがで
きる。すなわち、トラック間の相関関係に変更があった場合に、当該グループが属する上
位グループを変更することにより、新たなトラック間の相関関係を表すことができる。
【０１９９】
ネクスト・グループＩＤは、あるグループに対して、記録媒体４０に連続的に記録される
グループを表示する識別符号であり、連続記録長内におけるグループ間の時系列的な繋が
り状態も示している。ネクスト・グループＩＤは、第２の実施形態では、グループＩＤで
示され、２バイトが割り当てられる。
【０２００】
ＧＤＴ２４１におけるナンバ・オブ・リピートは、指定されたグループにおけるトラック
の組み合わせが複数回繰り返して記録媒体４０に連続記録される場合のその回数である。
ナンバ・オブ・リピートには、１バイトが割り当てられる。
【０２０１】
ＴＤＣＡ２３３は、トラックＩＤ、ＮＯＥおよびトラック・ディスクリプション・テーブ
ル（track description table、以下「ＴＤＴ」と略記する。）２４２を備えて構成され
る。
【０２０２】
ＴＤＴ２４２は、第１の実施形態におけるＩＤＤＴ２１１の機能を拡張したテーブルであ
り、グループＩＤ、ファースト・チャンク、ネクスト・トラックＩＤ、ナンバ・オブ・レ
コード・チャンク、ナンバ・オブ・リピート、デュレーションおよびレコード・データ・
サイズを備えて構成される。すなわち、ＴＤＴ２４２は、第１の実施形態のＩＤＤＴ２１
１にさらにグループＩＤを備えた構成である。ＴＤＴ２４２は、記録パターンが変更され
るごとに作成される。
【０２０３】
グループＩＤは、当該トラックが属するグループを示す識別符号であり、第２の実施形態
では、グループに割り振られた番号によって占め宇される。グループＩＤには、２バイト
が割り当てられる。
【０２０４】
ファースト・チャンク、ネクスト・トラックＩＤ、ナンバ・オブ・レコード・チャンク、
ナンバ・オブ・リピート、デュレーションおよびレコード・データ・サイズは、第１の実
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施形態と同様であるのでその説明を省略する。
【０２０５】
このようにグループＩＤをＴＤＴ２４２に記述する場合が図１５である。なお、各トラッ
クが属するグループが同一の場合には、図１６に示すように、グループＩＤは、ＴＤＣＡ
２３３のフィールド（field）に記述してもよい。
【０２０６】
ＳＴＰＡ２０２は、第１の実施形態と同一であり、２バイトのシーク時間、および、２バ
イトのプレイバック・レイト（bps）を備えて構成され、これら各値が記述される。
【０２０７】
なお、上述では、割り当てられるバイト数を具体的な数値で示したが、これらに限定され
るものではなく、各フィールドの値に応じてバイト数が割り当てられる。
【０２０８】
このようにＭＱＴディスクリプション・アトム１１３は、どのトラックのチャンクが、ど
ういう並び順で、どういう個数の単位で、セットとして記録媒体４０に連続的に記録され
ているかを示す情報を収容する。さらに、ＭＱＴディスクリプション・アトム１１３は、
トラックの並び順が同一であるグループが、どういう並び順で、どういう個数の単位で、
セットとして記録媒体４０に連続的に記録されているかを示す情報も収容する。すなわち
、第２の実施形態では、連続記録長に含まれるデータの管理情報およびドライブなどの記
録装置に依存した情報をＭＱＴディスクリプション・アトム１１３に纏めて収容するだけ
でなく、トラック間の相関関係を示す情報も収容する。そして、グループ内におけるトラ
ックの並び順などのパターンが変更された場合に、ＧＤＴ２４１を追加することによって
、変更に柔軟に対応することができる。記録再生装置は、記録媒体４０上に記録されてい
る実データを編集する場合に、ＭＱＴディスクリプション・アトム１１３に編集後の状態
に対するＧＤＴ２４１およびＴＤＴ２４２を追加することによって、柔軟にトラック間の
相関関係を変更することができる。
【０２０９】
記録再生装置は、QuickTimeムービー・ファイルを再生する場合には、ＭＱＴディスクリ
プション・アトム１１３を参照して、同期して再生すべきトラック同士を判断し、データ
を再生する。
【０２１０】
次に、ディジタル記録再生装置がＭＱＴディスクリプション・アトム１１３に収容された
情報から、記録媒体４０上に連続的に記録されるデータ構造を解釈する手順について、よ
り具体的な例を示して説明する。
【０２１１】
（第５の例）
図１９は、第５例のグループ・ディスクリプション・テーブルとトラック・ディスクリプ
ション・テーブルと記録媒体に連続記録されたデータとを示す図である。図１９Ａは、グ
ループ・ディスクリプション・テーブルを示し、図１９Ｂは、トラック・ディスクリプシ
ョン・テーブルを示し、図１９Ｃは、記録媒体に連続記録されたデータを示す。
【０２１２】
図１９Ｂにおいて、ＴＤＴ２４２には、オーディオのトラック１に対して、
グループＩＤ＝１
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝２
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝２
ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ａ
最小レコード・データ・サイズ＝ａ
平均レコード・データ・サイズ＝ａ
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の各値が収容され、ビデオのトラック２に対して、
グループＩＤ＝１
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝０
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝１
ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ｂ
最小レコード・データ・サイズ＝ｂ
平均レコード・データ・サイズ＝ｂ
の各値が収容され、オーディオのトラック３に対して、
グループＩＤ＝２
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝０
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝４
ナンバ・オブ・リピート＝１
デュレーション＝２ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ｃ
最小レコード・データ・サイズ＝ｃ
平均レコード・データ・サイズ＝ｃ
の各値が収容される。
【０２１３】
また、図１９Ａにおいて、ＧＤＴ２４１には、第１番目のテーブルには、
グループＩＤ＝１
ペアレントＩＤ＝０
ネクスト・グループＩＤ＝０
ナンバ・オブ・リピート＝２
の各値が収容され、第２目のテーブルには、
グループＩＤ＝２
ペアレントＩＤ＝０
ネクスト・グループＩＤ＝１
ナンバ・オブ・リピート＝２
の各値が収容される。
【０２１４】
ＭＱＴディスクリプション・アトム１１３に上述の値が収容されている場合、ディジタル
記録再生装置のシステム制御マイコン１９は、次のようにして、記録媒体４０上に連続的
に記録されるデータ構造を判断する。
【０２１５】
まず、システム制御マイコン１９は、オーディオ・トラック１について、そのグループＩ
Ｄ＝１より、オーディオ・トラック１が第１番目のグループに属すると判断する。
【０２１６】
次に、システム制御マイコン１９は、オーディオ・トラック１について、そのファースト
・チャンク＝１より、オーディオ・トラック１における先頭チャンクがチャンク＃１であ
ると判断する。
【０２１７】
次に、システム制御マイコン１９は、オーディオ・トラック１について、そのネクスト・
トラックＩＤ＝２より、オーディオ・トラック１にトラック番号２であるビデオ・トラッ
ク＃２が続くと判断する。
【０２１８】
次に、システム制御マイコン１９は、オーディオ・トラック１について、そのナンバ・オ
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ブ・レコード・チャンク＝２から、オーディオ・トラック１が２チャンク連続であると判
断する。
【０２１９】
次に、システム制御マイコン１９は、オーディオ・トラック１について、そのナンバ・オ
ブ・リピート＝２から、オーディオ・トラック１が同一の記録状態を２回繰り返すと判断
する。
【０２２０】
次に、システム制御マイコン１９は、オーディオ・トラック１について、そのデュレーシ
ョン＝ｎ（ｎは正の整数）、最大レコード・データ・サイズ＝ａ（ａは正の整数）、最小
レコード・データ・サイズ＝ａおよび平均レコード・データ・サイズ＝ａから、オーディ
オ・トラック１がデータの時間長をｎ、そして、データ・サイズを固定のａと判断する。
【０２２１】
次に、システム制御マイコン１９は、同様に、ビデオ・トラック２について、そのグルー
プＩＤ＝１より、ビデオ・トラック２が第１番目のグループに属すると判断する。さらに
、システム制御マイコン１９は、ビデオ・トラック２について、先頭チャンクがチャンク
＃１であり、第１番目のグループ内においてビデオ・トラック２に続くトラックがなく、
チャンクが１個であり、同一の記録状態を２回繰り返し、ビデオ・トラック２がデータの
時間長をｎ、そして、データ・サイズを固定のｂと判断する。
【０２２２】
次に、システム制御マイコン１９は、同様に、オーディオ・トラック３について、そのグ
ループＩＤ＝２より、オーディオ・トラック３が第２番目のグループに属すると判断する
。さらに、システム制御マイコン１９は、オーディオ・トラック３について、先頭チャン
クがチャンク＃１であり、第２番目のグループ内においてオーディオ・トラック３に続く
トラックがなく、チャンクが４個であり、同一の記録状態を１回繰り返し、オーディオ・
トラック３がデータの時間長を２ｎ、そして、データ・サイズを固定のｃと判断する。
【０２２３】
システム制御マイコン１９は、このような手順によって、記録媒体４０上に連続的に記録
される第１番目のグループが、図１９Ｃに示すように、オーディオ・トラック１、ビデオ
・トラック２、オーディオ・トラック１、ビデオ・トラック２のように並ぶと判別する。
さらに、システム制御マイコン１９は、第２番目のグループが、図１９Ｃに示すように、
オーディオ・トラック３の１つのトラックで構成されると判別する。
【０２２４】
次に、システム制御マイコン１９は、ＧＤＴ２４１に基づいてグループ間の関係を解析す
る。
【０２２５】
まず、システム制御マイコン１９は、テーブル＃１のグループＩＤ＝１より、テーブル＃
１が第１番目のグループ１に係る情報であると判断する。そして、システム制御マイコン
１９は、そのペアレントＩＤ＝０より、グループ１が属する上位グループが上位グループ
０であると判断する。
【０２２６】
次に、システム制御マイコン１９は、グループ１について、テーブル＃１のネクスト・グ
ループＩＤ＝０より、グループ１に続くグループが無いと判断する。
【０２２７】
次に、システム制御マイコン１９は、グループ１について、テーブル＃１のナンバ・オブ
・リピート＝２より、グループ１が２回有ると判断する。
【０２２８】
次に、システム制御マイコン１９は、テーブル＃２のグループＩＤ＝２より、テーブル＃
２が第２番目のグループ２に係る情報であると判断する。そして、システム制御マイコン
１９は、そのペアレントＩＤ＝０より、グループ２が属する上位グループがグループ０で
あると判断する。すなわち、グループ１と同一グループ（グループ１と相関関係）にある
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と判断する。
【０２２９】
次に、システム制御マイコン１９は、グループ２について、テーブル＃２のネクスト・グ
ループＩＤ＝１より、グループ２に続くグループが同一のペアレントＩＤを持つグループ
１であると判断する。
【０２３０】
次に、システム制御マイコン１９は、グループ２について、テーブル＃２のナンバ・オブ
・リピート＝２より、グループ２が２回有ると判断する。
【０２３１】
システム制御マイコン１９は、このような手順によって、記録媒体４０上に連続的に記録
されるデータ構造を図１９Ｃであると判別する。
【０２３２】
（第６の例）
ここで、図１９Ｃをみると、オーディオ・トラック３、オーディオ・トラック１、ビデオ
・トラック２、オーディオ・トラック１、ビデオ・トラック２を一纏まりとして１つのグ
ループと考えることもできる。この場合におけるＧＤＴ２４１およびＴＤＴ２４２を示す
。
【０２３３】
図２０は、第６例のグループ・ディスクリプション・テーブルとトラック・ディスクリプ
ション・テーブルと記録媒体に連続記録されたデータとを示す図である。図２０Ａは、グ
ループ・ディスクリプション・テーブルを示し、図２０Ｂは、トラック・ディスクリプシ
ョン・テーブルを示し、図２０Ｃは、記録媒体に連続記録されたデータを示す。すなわち
、図２０Ｃは、グループの纏め方が異なるものの、トラックの並び順が図１９Ｃと同一で
ある。
【０２３４】
図２０Ｂにおいて、ＴＤＴ２４２には、オーディオのトラック１に対して、
グループＩＤ＝１
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝２
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝２
ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ａ
最小レコード・データ・サイズ＝ａ
平均レコード・データ・サイズ＝ａ
の各値が収容され、ビデオのトラック２に対して、
グループＩＤ＝１
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝０
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝１
ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ｂ
最小レコード・データ・サイズ＝ｂ
平均レコード・データ・サイズ＝ｂ
の各値が収容され、オーディオのトラック３に対して、
グループＩＤ＝１
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝１
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝４
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ナンバ・オブ・リピート＝１
デュレーション＝２ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ｃ
最小レコード・データ・サイズ＝ｃ
平均レコード・データ・サイズ＝ｃ
の各値が収容される。
【０２３５】
また、図２０Ａにおいて、ＧＤＴ２４１には、
グループＩＤ＝１
ペアレントＩＤ＝０
ネクスト・グループＩＤ＝０
ナンバ・オブ・リピート＝２
の各値が収容される。
【０２３６】
このようにトラックの並び順が同一でも、グループの纏め方によって複数種の記述をする
ことができる。特に、グループを変えることによって、オーディオ・トラックでも、ある
グループに属するオーディオ・トラックは、オリジナルのオーディオ・データとし、他の
グループに属するオーディオ・トラックは、アフターレコーディングの予約領域とするな
ど、記録領域の役割を区別することができる。
【０２３７】
（第７の例）
図２１は、第７例のグループ・ディスクリプション・テーブルとトラック・ディスクリプ
ション・テーブルと記録媒体に連続記録されたデータとを示す図である。図２１Ａは、グ
ループ・ディスクリプション・テーブルを示し、図２１Ｂは、トラック・ディスクリプシ
ョン・テーブルを示し、図２１Ｃは、記録媒体に連続記録されたデータを示す。
【０２３８】
図２１Ｂにおいて、ＴＤＴ２４２には、オーディオのトラック１に対して、
グループＩＤ＝１
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝２
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝２
ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ａ
最小レコード・データ・サイズ＝ａ
平均レコード・データ・サイズ＝ａ
の各値が収容され、ビデオのトラック２に対して、
グループＩＤ＝１
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝０
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝１
ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ｂ
最小レコード・データ・サイズ＝ｂ
平均レコード・データ・サイズ＝ｂ
の各値が収容され、オーディオのトラック３に対して、
グループＩＤ＝２
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝０
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ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝４
ナンバ・オブ・リピート＝１
デュレーション＝４ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ｃ
最小レコード・データ・サイズ＝ｃ
平均レコード・データ・サイズ＝ｃ
の各値が収容され、オーディオのトラック４に対して、
グループＩＤ＝３
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝０
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝４
ナンバ・オブ・リピート＝１
デュレーション＝４ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ｄ（ｄは、正の整数）
最小レコード・データ・サイズ＝ｄ
平均レコード・データ・サイズ＝ｄ
の各値が収容される。
【０２３９】
また、図２１Ａにおいて、ＧＤＴ２４１には、第１番目のテーブルには、
グループＩＤ＝１
ペアレントＩＤ＝０
ネクスト・グループＩＤ＝３
ナンバ・オブ・リピート＝２
の各値が収容され、第２目のテーブルには、
グループＩＤ＝２
ペアレントＩＤ＝０
ネクスト・グループＩＤ＝１
ナンバ・オブ・リピート＝１
の各値が収容され、第３目のテーブルには、
グループＩＤ＝３
ペアレントＩＤ＝０
ネクスト・グループＩＤ＝０
ナンバ・オブ・リピート＝１
の各値が収容される。
【０２４０】
ＭＱＴディスクリプション・アトム１１３に上述の値が収容されている場合、ディジタル
記録再生装置のシステム制御マイコン１９は、第５の例と同様に、記録媒体４０上に連続
的に記録されるデータ構造を判断する。
【０２４１】
すなわち、システム制御マイコン１９は、オーディオ・トラック１について、そのグルー
プＩＤ＝１より、オーディオ・トラック１が第１番目のグループ１に属すると判断する。
システム制御マイコン１９は、オーディオ・トラック１について、先頭チャンクがチャン
ク＃１であり、グループ１内においてオーディオ・トラック１にグループ１のオーディオ
・トラック２が続くと判断する。そして、システム制御マイコン１９は、オーディオ・ト
ラック１について、チャンクが２個であり、同一の記録状態を２回繰り返すと判断する。
さらに、システム制御マイコン１９は、オーディオ・トラック１がデータの時間長をｎ、
そして、データ・サイズを固定のａと判断する。
【０２４２】
また、システム制御マイコン１９は、ビデオ・トラック２について、そのグループＩＤ＝
１より、ビデオ・トラック２が第１番目のグループ１に属すると判断する。システム制御



(33) JP 4691798 B2 2011.6.1

10

20

30

40

50

マイコン１９は、ビデオ・トラック２について、先頭チャンクがチャンク＃１であり、グ
ループ１内においてビデオ・トラック２に続くトラックが無いと判断する。そして、シス
テム制御マイコン１９は、ビデオ・トラック２について、チャンクが１個であり、同一の
記録状態を２回繰り返すと判断する。さらに、システム制御マイコン１９は、ビデオ・ト
ラック２がデータの時間長をｎ、そして、データ・サイズを固定のｂと判断する。
【０２４３】
そして、システム制御マイコン１９は、オーディオ・トラック３について、そのグループ
ＩＤ＝２より、オーディオ・トラック３が第２番目のグループ２に属すると判断する。シ
ステム制御マイコン１９は、オーディオ・トラック３について、先頭チャンクがチャンク
＃１であり、グループ２内においてオーディオ・トラック３に続くトラックが無いと判断
する。そして、システム制御マイコン１９は、オーディオ・トラック３について、チャン
クが４個であり、同一の記録状態が１回であると判断する。さらに、システム制御マイコ
ン１９は、オーディオ・トラック３がデータの時間長を４ｎ、そして、データ・サイズを
固定のｃと判断する。
【０２４４】
さらに、システム制御マイコン１９は、オーディオ・トラック４について、そのグループ
ＩＤ＝３より、オーディオ・トラック４が第３番目のグループ３に属すると判断する。シ
ステム制御マイコン１９は、オーディオ・トラック４について、先頭チャンクがチャンク
＃１であり、グループ３内においてオーディオ・トラック４に続くトラックが無いと判断
する。そして、システム制御マイコン１９は、オーディオ・トラック４について、チャン
クが４個であり、同一の記録状態が１回であると判断する。さらに、システム制御マイコ
ン１９は、オーディオ・トラック４がデータの時間長を４ｎ、そして、データ・サイズを
固定のｄと判断する。
【０２４５】
システム制御マイコン１９は、このような手順によって、記録媒体４０上に連続的に記録
される第１番目のグループ１が、図２１Ｃに示すように、オーディオ・トラック１、ビデ
オ・トラック２、オーディオ・トラック１、ビデオ・トラック２のように並ぶと判別する
。システム制御マイコン１９は、第２番目のグループ２が、図２１Ｃに示すように、オー
ディオ・トラック３の１つのトラックで構成されると判別する。さらに、システム制御マ
イコン１９は、第３番目のグループ３が、図２１Ｃに示すように、オーディオ・トラック
４の１つのトラックで構成されると判別する。
【０２４６】
次に、システム制御マイコン１９は、ＧＤＴ２４１に基づいてグループ間の関係を解析す
る。
【０２４７】
まず、システム制御マイコン１９は、テーブル＃１のグループＩＤ＝１より、テーブル＃
１が第１番目のグループ１に係る情報であると判断する。そして、システム制御マイコン
１９は、そのペアレントＩＤ＝０より、グループ１の所属する上位グループがグループ０
であると判断する。
【０２４８】
次に、システム制御マイコン１９は、グループ１について、テーブル＃１のネクスト・グ
ループＩＤ＝３より、グループ１に第３番目のグループ３が続くと判断する。
【０２４９】
次に、システム制御マイコン１９は、グループ１について、テーブル＃１のナンバ・オブ
・リピート＝２より、グループ１が２回有ると判断する。
【０２５０】
次に、システム制御マイコン１９は、テーブル＃２のグループＩＤ＝２より、テーブル＃
２が第２番目のグループ２に係る情報であると判断する。そして、システム制御マイコン
１９は、そのペアレントＩＤ＝０より、グループ２の所属する上位グループがグループ０
であると判断する。すなわち、グループ２がグループ１と同一グループ（グループ１と相
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関関係）にあると判断する。
【０２５１】
次に、システム制御マイコン１９は、グループ２について、テーブル＃２のネクスト・グ
ループＩＤ＝１より、グループ２に続くグループが同一のペアレントＩＤを持つグループ
１であると判断する。
【０２５２】
次に、システム制御マイコン１９は、グループ２について、テーブル＃２のナンバ・オブ
・リピート＝２より、グループ２が１回有ると判断する。
【０２５３】
次に、システム制御マイコン１９は、テーブル＃３のグループＩＤ＝３より、テーブル＃
３が第３番目のグループ３に係る情報であると判断する。そして、システム制御マイコン
１９は、そのペアレントＩＤ＝０より、グループ３の所属する上位グループがグループ０
であると判断する。結局、グループ１ないしグループ３は、互いに同一グループであり、
相互に相関関係にある。
【０２５４】
次に、システム制御マイコン１９は、グループ３について、テーブル＃３のネクスト・グ
ループＩＤ＝０より、グループ３に続くグループが無いと判断する。
【０２５５】
次に、システム制御マイコン１９は、グループ３について、テーブル＃３のナンバ・オブ
・リピート＝１より、グループ３が１回有ると判断する。
【０２５６】
システム制御マイコン１９は、このような手順によって、記録媒体４０上に連続的に記録
されるデータ構造を図２１Ｃであると判別する。
【０２５７】
第１の実施形態は、各トラックが同じ繰り返し周期で記録される場合を簡便に記述できる
が、図２１Ｃに示すオーディオ・トラック３およびオーディオ・トラック４のように同じ
繰り返し周期で記録されない場合に対応することが困難である。一方、第２の実施形態は
、オーディオ・トラック３およびオーディオ・トラック４のように異なる周期で記録され
る場合でもＧＤＣＡ２３２（ＧＤＴ２４２）およびＴＤＣＡ２３３（ＴＤＴ２４２）を用
いることによって、図２１Ａおよび図２１Ｃに示すように、容易に対応することができる
。
【０２５８】
次に、記録中に連続記録長のデータ構造やトラック間の相関関係を変える場合、あるいは
、編集によって連続記録長のデータ構造やトラック間の相関関係が変わった場合など、連
続記録長のデータ構造やトラック間の相関関係に変更がある場合の例について説明する。
【０２５９】
（第８の例）
第８の例は、図１９Ｃに示すデータ構造から、図２２Ｃ‘'にデータ構造が変わった場合
である。すなわち、途中からグループ２の場所に別のトラック４をグループ３として記録
する場合である。そして、グループ同士の組み合わせも、第１番目のグループ１と第２番
目のグループ２との組み合わせから、グループ１と第３番目のグループ３との組み合わせ
に変更される。
【０２６０】
このような変更は、例えば、オーディオ・トラック１およびオーディオ・トラック３にオ
リジナルのデータを記録してビデオ・トラック２と共に再生する場合から、編集などによ
り、オーディオ・トラック４にアフターレコーディングのデータを記録してビデオ・トラ
ック２と共に再生する場合である。なお、例えば、オーディオ・トラック１には、ある言
語によるデータを記録し、オーディオ・トラック３には、別の言語によるデータを記録す
る。
【０２６１】
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この場合における、ＧＤＴ２４１およびＴＤＴ２４２を図２２Ａおよび図２２Ｂにそれぞ
れ示す。
【０２６２】
図１９Ｂと図２２Ｂとを対比すると分かるように、この変更により、オーディオ・トラッ
ク４に対応するテーブルがＴＤＴ２４２に追加される。さらに、組み合わせの変更により
、テーブル＃３およびテーブル＃４がＧＤＴ２４１に追加される。
【０２６３】
図２２Ｂにおいて、オーディオのトラック４に対して、
グループＩＤ＝３
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝０
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝４
ナンバ・オブ・リピート＝１
デュレーション＝４ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ｄ
最小レコード・データ・サイズ＝ｄ
平均レコード・データ・サイズ＝ｄ
の各値が収容される。また、図２２Ａにおいて、ＧＤＴ２４１には、第３番目のテーブル
には、
グループＩＤ＝１
ペアレントＩＤ＝１
ネクスト・グループＩＤ＝０
ナンバ・オブ・リピート＝２
の各値が収容され、第４目のテーブルには、
グループＩＤ＝３
ペアレントＩＤ＝１
ネクスト・グループＩＤ＝１
ナンバ・オブ・リピート＝２
の各値が収容される。
【０２６４】
これらより、システム制御マイコン１９は、テーブル＃３のグループＩＤ＝１より、テー
ブル＃３がグループ１に係る情報であると判断する。そして、システム制御マイコン１９
は、そのペアレントＩＤ＝１より、グループ１の所属する上位グループがグループ１であ
ると判断する。すなわち、グループ１の所属する上位グループがグループ０からグループ
１に変更される。
【０２６５】
次に、システム制御マイコン１９は、グループ１について、テーブル＃３のネクスト・グ
ループＩＤ＝０より、グループ１に続くグループが無いと判断する。
【０２６６】
次に、システム制御マイコン１９は、グループ１について、テーブル＃３のナンバ・オブ
・リピート＝２より、グループ１が２回繰り返し記録されていると判断する。
【０２６７】
一方、システム制御マイコン１９は、テーブル＃４のグループＩＤ＝３より、テーブル＃
４がグループ３に係る情報であると判断する。そして、システム制御マイコン１９は、そ
のペアレントＩＤ＝１より、グループ３の所属する上位グループがグループ１であると判
断する。すなわち、グループ３は、グループ１と同一のグループに属し、グループ１と相
関関係にあると判断する。
【０２６８】
次に、システム制御マイコン１９は、グループ３について、テーブル＃４のネクスト・グ
ループＩＤ＝１より、グループ３に続くグループがグループ１であると判断する。
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【０２６９】
次に、システム制御マイコン１９は、グループ３について、テーブル＃４のナンバ・オブ
・リピート＝２より、グループ３が２回繰り返し記録されていると判断する。
【０２７０】
システム制御マイコン１９は、記録媒体４０上に連続的に記録されるデータ構造が図１Ｃ
に示す構造から図２２Ｃに示す構造に変更されたと認識する。
【０２７１】
図７Ｂに示すデータ構造は、グループＩＤを使用することなく、その構造を第１の実施形
態で説明したように記述することができるが、グループＩＤを使用しても記述することが
できる。以下、その説明をする。
【０２７２】
（第９の例）
第９の例は、図７Ｂに示すデータ構造をグループＩＤを用いて記述する場合である。
【０２７３】
図２３は、第９の例のグループ・ディスクリプション・テーブルとトラック・ディスクリ
プション・テーブルと記録媒体に連続記録されたデータとを示す図である。図２３Ａは、
グループ・ディスクリプション・テーブルを示し、図２３Ｂは、オーディオ・トラックに
対するトラック・ディスクリプション・テーブルを示し、図２３Ｃは、ビデオ・トラック
に対するトラック・ディスクリプション・テーブルを示し、図２３Ｄは、記録媒体に連続
記録されたデータ、すなわち、図７Ｂに示すデータである。
【０２７４】
グループＩＤを用いて図２３Ｄ（図７Ｂ）を記述する場合には、図２３Ｂに示すように、
ＴＤＴ２４２には、オーディオのトラックに対して、
グループＩＤ＝１
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝２
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝２
ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ａ
最小レコード・データ・サイズ＝ａ
平均レコード・データ・サイズ＝ａ
の各値を収容する。ビデオのトラックに対して、図２３Ｃに示すように、
グループＩＤ＝１
ファースト・チャンク＝１
ネクスト・トラックＩＤ＝０
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝１
ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ｂ
最小レコード・データ・サイズ＝ｂ
平均レコード・データ・サイズ＝ｂ
の各値を収容する。そして、図２３Ａにおいて、ＧＤＴ２４１には、
グループＩＤ＝１
ペアレントＩＤ＝０
ネクスト・グループＩＤ＝０
ナンバ・オブ・リピート＝１
の各値を収容すればよい。
【０２７５】
（第１０の例）
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一方、このようなデータ構造から、図１０Ｂ‘'に変更され、さらに、図１０Ｃ‘'に変更
された場合には、図２４および図２５のように記述すればよい。
【０２７６】
図２４および図２５は、第１０の例のグループ・ディスクリプション・テーブルとトラッ
ク・ディスクリプション・テーブルと記録媒体に連続記録されたデータとを示す図である
。図２４Ａおよび図２５Ａは、グループ・ディスクリプション・テーブルを示し、図２４
Ｂおよび図２５Ｂは、オーディオ・トラックに対するトラック・ディスクリプション・テ
ーブルを示し、図２４Ｃおよび図２５Ｃは、ビデオ・トラックに対するトラック・ディス
クリプション・テーブルを示し、図２４Ｄおよび図２５Ｄは、記録媒体に連続記録された
データを示す。ここで、図２４Ｄは、図１０Ｂ‘'と同一であり、図２５Ｄは、図１０Ｃ
‘'と同一である。
【０２７７】
図１０Ａ‘'（図２３Ｄ）から図１０Ｂ‘'（図２４Ｄ）に変更された場合には、図２３と
図２４とを対比すると分かるように、チャンク・サイズが２チャンクから１チャンクに変
更され、オーディオ・トラックに対するＴＤＴ２４２にテーブルが追加される。追加され
るテーブル＃２には、
グループＩＤ＝１
ファースト・チャンク＝ｋ
ネクスト・トラックＩＤ＝２
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝１
ナンバ・オブ・リピート＝２
デュレーション＝ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝ａ
最小レコード・データ・サイズ＝ａ
平均レコード・データ・サイズ＝ａ
の各値が収容される。
【０２７８】
図１０Ｂ‘'（図２４Ｄ）から図１０Ｃ‘'（図２５Ｄ）に変更された場合には、図２４と
図２５とを対比すると分かるように、各トラックのデュレーションおよびレコード・オブ
・サイズが変更される。これに対応して、ＧＤＴ２４１には、第２番目のグループ２に係
るテーブルが追加され、オーディオ・トラックおよびビデオ・トラックに対するＴＤＴ２
４２にそれぞれテーブルが追加される。ＧＤＴ２４１に追加されるテーブルには、
グループＩＤ＝２
ペアレントＩＤ＝１
ネクスト・グループＩＤ＝０
ナンバ・オブ・リピート＝１
の各値が収容される。
【０２７９】
そして、オーディオ・トラックに対するＴＤＴ２４２に追加されるテーブル＃３には、
グループＩＤ＝２
ファースト・チャンク＝ｍ
ネクスト・トラックＩＤ＝０
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝２
ナンバ・オブ・リピート＝１
デュレーション＝２ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝２ａ
最小レコード・データ・サイズ＝２ａ
平均レコード・データ・サイズ＝２ａ
の各値が収容され、ビデオ・トラックに対するＴＤＴ２４２に追加されるテーブル＃２に
は、
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グループＩＤ＝２
ファースト・チャンク＝ｊ
ネクスト・トラックＩＤ＝１
ナンバ・オブ・レコード・チャンク＝２
ナンバ・オブ・リピート＝１
デュレーション＝２ｎ
最大レコード・データ・サイズ＝２ｂ
最小レコード・データ・サイズ＝２ｂ
平均レコード・データ・サイズ＝２ｂ
の各値が収容される。
【０２８０】
このように第１の実施形態で示した各例は、グループＩＤを使用しても記述することがで
きる。
【０２８１】
【発明の効果】
本発明によれば、記録媒体に記録されているデータ間の関係を容易に、迅速に把握するこ
とができ、記録中の記録単位の変更や、記録後に連続再生可能な編集を行うことができる
。
【０２８２】
さらに、本発明によれば、データ相互間の関係も記述することができ、データ相互間の関
係が変更された場合にも対応することができる。そして、繰り返し記録されないデータ領
域も取り扱うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ディジタル記録再生装置の構成を示すブロック図である。
【図２】ビデオ符号器の構成を示すブロック図である。
【図３】ビデオ復号器の構成を示すブロック図である。
【図４】　QuickTimeムービー・ファイルの構成を示す図である。
【図５】　QuickTimeムービー・ファイルのデータ構成の一例を示す図である。
【図６】　QuickTimeムービー・ファイルのデータ構成の別の一例を示す図である。
【図７】第１例のインターリーブ・データ・ディスクリプション・テーブルと記録媒体に
連続記録されたデータとを示す図である。
【図８】第２例のインターリーブ・データ・ディスクリプション・テーブルと記録媒体に
連続記録されたデータとを示す図である。
【図９】第３例のインターリーブ・データ・ディスクリプション・テーブルを示す図であ
る。
【図１０】第３例の記録媒体に連続記録されたデータとを示す図である。
【図１１】第４例のインターリーブ・データ・ディスクリプション・テーブルを示す図で
ある
【図１２】第４例の記録媒体に連続記録されたデータとを示す図である。
【図１３】　QuickTimeムービー・ファイルと記録媒体４０上の記録状態との関係を示す
図である。
【図１４】ＭＱＴディスクリプション・アトムの構成を示す図である。
【図１５】インターリーブ・ディスクリプション・データ・アトムのデータ構成の一例を
示す図である。
【図１６】インターリーブ・ディスクリプション・データ・アトムのデータ構成の別の一
例を示す図である。
【図１７】トラック・プロパティ・アトムのデータ構造の一例を示す図である。
【図１８】トラック・プロパティ・テーブルの一例を示す図である。
【図１９】第５例のグループ・ディスクリプション・テーブルとトラック・ディスクリプ
ション・テーブルと記録媒体に連続記録されたデータとを示す図である。
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【図２０】第６例のグループ・ディスクリプション・テーブルとトラック・ディスクリプ
ション・テーブルと記録媒体に連続記録されたデータとを示す図である。
【図２１】第７例のグループ・ディスクリプション・テーブルとトラック・ディスクリプ
ション・テーブルと記録媒体に連続記録されたデータとを示す図である。
【図２２】第８例のグループ・ディスクリプション・テーブルとトラック・ディスクリプ
ション・テーブルと記録媒体に連続記録されたデータとを示す図である。
【図２３】第９例のグループ・ディスクリプション・テーブルとトラック・ディスクリプ
ション・テーブルと記録媒体に連続記録されたデータとを示す図である。
【図２４】第１０例のグループ・ディスクリプション・テーブルとトラック・ディスクリ
プション・テーブルと記録媒体に連続記録されたデータとを示す図である。
【図２５】第１０例のグループ・ディスクリプション・テーブルとトラック・ディスクリ
プション・テーブルと記録媒体に連続記録されたデータとを示す図である。
【図２６】　QuickTimeムービー・ファイルの一構成例を示す図である。
【図２７】ビデオ・メディア情報アトムの一構成例を示す図である
【符号の説明】
１１・・・ビデオ符号器、１２・・・オーディオ符号器、１３・・・ビデオ復号器、１４
・・・オーディオ復号器、１５・・・ファイル生成器、１６・・・ファイル復号器、１９
・・・システム制御マイコン、３０・・・サーボ回路、３１・・・モータ、３３・・・光
ピックアップ、４０・・・記録媒体、１０３、１１３・・・ＭＱＴディスクリプション・
アトム、２０１・・・インターリーブ・データ・ディスクリプション・アトム、２０２、
２２３・・・セット・パフォーマンス・アトム、２１１、２２２・・・インターリーブ・
データ・ディスクリプション・テーブル、２２１・・・トラック・プロパティ・アトム、
２３２・・・グループ・ディスクリプション・アトム、２３３・・・トラック・ディスク
リプション・アトム

【図１】 【図２】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】



(45) JP 4691798 B2 2011.6.1
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